
共通教養科目グローバルヘルス概論 1安田　直史

基礎科目プロフェッショナリズム/実習Ⅰ 5赤木　將男・磯貝　典孝・辰巳　陽一・

池田　行宏・脇坂　眞由美

共通教養科目医学から見た現代社会と倫理 8三井　良之・辰巳　陽一・西郷　和真・

西山　順博・小山　敦子・小西　直毅・

福岡　和也・宮澤　正顯・辻　勲・西尾　和人・

森　合音・花田　一志

外国語科目医学英語（2年次） 11ｴｽﾋﾟﾉｻﾞ・ｶﾙﾃﾞﾛﾝ・ﾎﾙﾍ・ﾙｲｽ

外国語科目医学英語（3年次） 16ｴｽﾋﾟﾉｻﾞ・ｶﾙﾃﾞﾛﾝ・ﾎﾙﾍ・ﾙｲｽ

外国語科目医学英語（4年次） 21ｴｽﾋﾟﾉｻﾞ・ｶﾙﾃﾞﾛﾝ・ﾎﾙﾍ・ﾙｲｽ

基礎科目医学概論 26髙橋　英夫・赤木　將男

基礎科目医統計学 28千葉　康敬

基礎科目医物理学 32稲瀨　正彦・生塩　研一・森内　博正・森　弘之・

山崎　篤志・秋山　英三・高瀬　浩一

基礎科目医用化学 36梶　博史・岡田　清孝・松村　治雄

共通教養科目医療イノベーション学 41松村　到

専門科目医療安全 44辰巳　陽一・吉田　耕一郎・三井　良之・

島元　健次・加戸　聖美・山田　浩司・髙田　裕・

杉内　悟・長谷部　圭司・山口 育子

外国語科目英語 47眞砂　薫・武知　薫子・ｴｽﾋﾟﾉｻﾞ・ｶﾙﾃﾞﾛﾝ・ﾎﾙﾍ・

ﾙｲｽ・木南　法子・鈴木　義孝・

スコット　ブラウン

基礎科目科学的思考演習 51稲瀨　正彦・生塩　研一

専門科目画像集中コース 55村上　卓道・西村　恭昌・松村　到・佐藤　隆夫・

竹山　宜典・石井　一成・久米　裕昭・平野　豊・

今野　元博・三井　良之・松井　繁長・松木　充・

能勢　和宏・今岡　いずみ・中井　英勝・

小塚　健倫・朝田　滋貴・武田　真幸・

久保田　尚・成田　智彦・栁生　行伸・

野本　裕貴・上田　悟史・齋藤　和也・

中西　克之

基礎科目学外施設実習/総合医学（学外施

設実習）

57伊木　雅之・甲田　勝康・藤田　裕規・

由良　晶子・立木　隆広・奥村　二郎・東　賢一・

水越　厚史・松尾　拓哉・松村　治雄・

藤田　至彦

基礎科目学外施設実習/総合医学（総合医

学）

60奥村　二郎・安田　直史・東　賢一・水越　厚史

共通教養科目環境と社会 63東　賢一

専門科目機能Ⅰ 65稲瀨　正彦・重吉　康史・岡田　斉・村田　哲・

長野　護・岩永　賢司・渡邉　智裕・千葉　惇・

松尾　拓哉・生塩　研一・寒川　真・

藤浪　菜穂子・髙良　沙幸・高田　昌彦・

南部　篤・渋谷　まさと・中陦　克己

専門科目機能Ⅱ 68梶　博史・河尾　直之・辰巳　公平・石田　昌義・

髙藤 義正・上嶋　繁・栗田　隆志・岡田　清孝・

賴　晋也・森田　啓之

共通教養科目教養特殊講義 72三井　良之・今本　治彦・花田　一志・

辰巳　陽一・福岡　和也・巽　信二・西内　祐介

基礎科目細胞・形態学 75松田　学・後藤　敏一・高村　史記・塚本　徹雄・

宮澤　正顯

頁教員氏名科目区分科目名

目 次

専門科目社会医学（環境医学・行動医学・

コース）

81奥村　二郎・東　賢一・奥野　洋子・水越　厚史・

古閑　比斗志・青野　明子・佐々木　昌弘・

平原　嘉親・公文　敦



社会医学（環境医学・行動医学・

コース）

奥村　二郎・東　賢一・奥野　洋子・水越　厚史・

古閑　比斗志・青野　明子・佐々木　昌弘・

平原　嘉親・公文　敦

専門科目社会医学（公衆衛生学コース） 85伊木　雅之・甲田　勝康・藤田　裕規・

由良　晶子・立木　隆広・山縣 然太朗・

車谷　典男・西山　利正・上家 和子

専門科目社会医学（法医学コース） 89巽　信二・西尾　斉・泉谷　信行

共通教養科目心理と行動 93池本　明弘

共通教養科目人権と社会 96北口　末広

専門科目人体構造Ⅰ 98重吉　康史・竹山　宜典・光冨　徹哉・

村尾　佳則・宮田　信吾・長野　護・肥田　仁一・

松尾　拓哉・鯉沼　聡・筋野 貢・中嶋　正人・

吉川　朋子・田中　雅樹・小西　啓悦・

金澤　佑治

専門科目人体構造Ⅰ 103重吉　康史・長野　護・松尾　拓哉・鯉沼　聡・

筋野 貢・中嶋　正人・吉川　朋子・南　陽一・

赤木　將男・柿木　良介・西村　恭昌・

宮本　裕史

専門科目人体構造Ⅱ 106重吉　康史・村上　卓道・宮田　信吾・

西村　恭昌・長野　護・松尾　拓哉・鯉沼　聡・

柏木　伸夫・小塚　健倫・池田　光正・

栁生　行伸・筋野 貢・中嶋　正人・吉川　朋子・

兵頭　朋子・南　陽一・田中　雅樹・小西　啓悦・

金澤　佑治

専門科目人体構造Ⅱ 111重吉　康史・長野　護・松尾　拓哉・鯉沼　聡・

筋野 貢・中嶋　正人・吉川　朋子・南　陽一・

柿木　良介・竹山　宜典・土井　勝美・

光冨　徹哉・宮崎　俊一・宮田　信吾・

宮本　裕史・肥田　仁一・柏木　伸夫・

柳生　行伸・小西　啓悦・金澤　佑治

専門科目人体構造Ⅲ 114重吉　康史・長野　護・松尾　拓哉・鯉沼　聡・

筋野 貢・中嶋　正人・吉川　朋子・南　陽一・

赤木　將男・磯貝　典孝・植村　天受・

下村　嘉一・竹山　宜典・土井　勝美・濱田　傑・

松村 謙臣・宮田　信吾・小西　啓悦・

金澤　佑治

専門科目人体構造Ⅳ 117重吉　康史・長野　護・松尾　拓哉・鯉沼　聡・

筋野 貢・中嶋　正人・吉川　朋子・南　陽一・

佐藤　隆夫・宮田　信吾・田中　雅樹・

小西　啓悦

共通教養科目数理科学 122森内　博正

共通教養科目生死論 125寺澤　真琴

基礎科目生命科学 127後藤　敏一・西尾　和人・角田　郁生・松田　学・

藤田　至彦・坂井　和子

専門科目病因・病態（生体防御学コース） 131宮澤　正顯・博多　義之・高村　史記・

久保　允人・松岡　裕之・河原　佐智代・

泉山　朋政・岩城　倫弘・加藤　茂樹

専門科目病因・病態（病原微生物学） 141角田　郁生・藤田　貢・朴　雅美・佐藤　文孝・

尾村　誠一

専門科目病理学各論 148伊藤　彰彦・佐藤　隆夫・太田　善夫・

伊藤　龍生・木村　雅友・筑後　孝章・

清水　重喜・前西　修・榎木　英介・田中　伴典・

井上　敬夫・萩山　満・木村 竜一朗・

大谷　知之・土手　健作・礒崎　耕次

頁教員氏名科目区分科目名

目 次

専門科目病理学総論 153伊藤　彰彦・佐藤　隆夫・太田　善夫・

伊藤　龍生・木村　雅友・筑後　孝章・

清水　重喜・前西　修・榎木　英介・田中　伴典・

井上　敬夫・萩山　満・木村 竜一朗・

大谷　知之・土手　健作・礒崎　耕次



伊藤　彰彦・佐藤　隆夫・太田　善夫・

伊藤　龍生・木村　雅友・筑後　孝章・

清水　重喜・前西　修・榎木　英介・田中　伴典・

井上　敬夫・萩山　満・木村 竜一朗・

大谷　知之・土手　健作・礒崎　耕次

専門科目薬理学 157髙橋　英夫・丹羽　淳子・西中　崇・山﨑　由衣

専門科目臨床各論Ⅰ外科学教室（外科学部

門）

160奥野　清隆・竹山　宜典・安田　卓司・

肥田　仁一・中居　卓也・今野　元博・

松本　逸平・木村　豊・所　忠男・新海　政幸・

上田　和毅・川村　純一郎・武部　敦士・

安田　篤・白石　治・亀井　敬子・岩間　密・

石丸　英三郎

専門科目臨床各論Ⅰ内科学教室（消化器内

科部門）

163工藤　正俊・樫田　博史・西田　直生志・

渡邉　智裕・依田　広・櫻井　俊治・南　康範・

矢田　典久・上嶋　一臣・田北　雅弘・

有住　忠晃・萩原　智・泉　並木・樋野　興夫

専門科目臨床各論Ⅰ内科学教室（内分泌・

代謝・糖尿病内科部門）

168池上　博司・大野　恭裕・川畑　由美子・

松木　充・能宗　伸輔・馬場谷　成・廣峰　義久・

國吉　一樹・伊藤　裕進・奥田　武司・

橋本　幸彦・藤原　良平・上田　和毅・

松久　宗英・今川　彰久・福田　正博・

武友　保憲

専門科目臨床各論Ⅱ（泌尿器科部門） 172植村　天受・吉村　一宏・能勢　和宏・

野澤　昌弘・南　高文・森　康範・清水　信貴・

大関　孝之・本郷　祥子・西本　光寿・橋本　士・

豊田　信吾・西岡　伯・平山　暁秀・林　泰司・

石川　泰章・上島　成也・松田　久雄・

児玉　光正・辻村　晃・百瀬　均

専門科目臨床各論Ⅱ心臓血管外科学教室 174佐賀　俊彦・尾上　雅彦・金田　敏夫・中本　進・

井村　正人・藤井　公輔・西野　貴子・

湯上　晋太郎・宮下　直也・濱田　隆介

専門科目臨床各論Ⅱ内科学教室（循環器内

科部門）

176宮崎　俊一・栗田　隆志・岩永　善高・平野　豊・

山本　裕美・小夫家　和宏・上野　雅史・

安岡　良文・山治　憲司・中村　貴・高瀬　徹・

林　孝浩・髙階　經和・横井　良明

専門科目臨床各論Ⅱ内科学教室（腎臓内科

部門）

179有馬　秀二・谷山　佳弘・中谷　嘉寿・

坂口　美佳・松岡　稔明・米田　雅美

専門科目臨床各論Ⅲ眼科学教室 183日下　俊次・中尾　雄三・三島　弘・松本　長太・

福田　昌彦・江口　洋・杉岡　孝二・奥山　幸子・

國吉　一樹・橋本　茂樹・野本　裕貴・

青松　圭一・七部　史・岩田　明子・高橋　彩・

萱澤　朋泰・萱澤　真梨子・坂本　万寿夫・

南　毅・山雄　さやか・堀田　芙美香・上野　覚・

宮本　裕子・檜垣　史郎・阿部　考助・

友田　有美子・留守　良太・森本　淳子・

小池　英子・渡邊　敬三

専門科目臨床各論Ⅲ呼吸器外科学教室 186光冨　徹哉

専門科目臨床各論Ⅲ耳鼻咽喉科学教室 188土井　勝美・瀬尾　徹・北野　睦三・齋藤　和也・

藤原　良平・藤田　岳・村上　信五・日比野　浩・

小川　真・森川　大樹・佐藤　満雄・小林　孝光

専門科目臨床各論Ⅲ内科学教室（呼吸器・

アレルギー内科部門）

191東田　有智・光冨　徹哉・上嶋　繁・村木　正人・

久米　裕昭・東本　有司・岩永　賢司・

佐野　博幸・西山　理・山縣　俊之・

佐野　安希子・堀口　高彦

頁教員氏名科目区分科目名

目 次

専門科目臨床各論Ⅲ皮膚科学教室 197川田　暁・山田　秀和・大磯　直毅・遠藤　英樹・

成田　智彦・松田　洋昌・内田　修輔・

森田　玲子・三宅　雅子・加藤　麻衣子・

三宅　早苗・岡橋　一憲・柳原　緑・渡辺　圭子・

益子　礼人・星山　寧子



川田　暁・山田　秀和・大磯　直毅・遠藤　英樹・

成田　智彦・松田　洋昌・内田　修輔・

森田　玲子・三宅　雅子・加藤　麻衣子・

三宅　早苗・岡橋　一憲・柳原　緑・渡辺　圭子・

益子　礼人・星山　寧子

専門科目臨床各論Ⅳ内科学教室（血液内科

部門）

202松村　到・芦田　隆司・辰巳　陽一・田中　宏和・

森田　泰慶・平瀨　主税・賴　晋也・谷口　康博・

中山　聖子

専門科目臨床各論Ⅳ内科学教室（呼吸器・

アレルギー内科部門）

206東田　有智・久米　裕昭・村木　正人・

東本　有司・岩永　賢司・佐野　博幸・

大磯　直毅・福田　昌彦・西山　理・山縣　俊之・

佐野　安希子・遠藤　英樹・竹村　豊・

寺師　義典・村本　大輔

専門科目臨床各論Ⅳ内科学教室（膠原病内

科部門）

211船内　正憲・川田　暁・菊池　啓・木下　浩二・

野﨑　祐史・永禮　靖章・岸本　和也・

志賀　俊彦・井上　明日圭・李　進海・

酒井　健史・伊丹　哲・杉山　昌史・丸山　耕一

専門科目臨床各論Ⅴリハビリテーション医

学教室

215福田　寛二・谷本　道哉・山本　裕美・

山縣　俊之・花田　一志・上田　昌美・

寺村　岳士・田中　敦子・小西　直毅・

糸数　万紀・大洞　佳代子・岸本　恵美理

専門科目臨床各論Ⅴ形成外科学教室 217磯貝　典孝・諸富　公昭・楠原　廣久・山内　誠・

伊谷　善仁・中尾　仁美・西脇　仁・平野　成彦・

福田　智一・末吉　遊

専門科目臨床各論Ⅴ整形外科学教室 220赤木　將男・柿木　良介・大谷 和裕・

宮本　裕史・池田　光正・山﨑　顕二・

西村　俊司・井上　紳司・中川　晃一・

墳本　一郎・山岸　孝太郎・西地　晴彦・

小川　智永・森竹　章公・斎藤　政克・

朝田　滋貴・森　成志

専門科目臨床各論Ⅴ精神神経科学教室 223白川　治・辻井　農亜・花田　一志・柳　雅也・

髙屋　雅彦・大山　覚照・明石　浩幸・

細見　史治・三川　和歌子・池田　真優子・

安達　融・平野　愛佳・川久保　善宏・

阪中　聡一郎・廣瀬　智之・矢野　貴詩

専門科目臨床各論Ⅴ内科学教室（神経内科

部門）

226楠　進・中村　雄作・大槻　俊輔・三井　良之・

平野　牧人・宮本　勝一・西郷　和真・

塩山　実章・上田　昌美・桑原　基・寒川　真・

岡崎　真央・稲田　莉乃・宇川　義一・

武田　克彦・上坂　義和・竹島　多賀夫・

髙田　和男

専門科目臨床各論Ⅴ脳神経外科学教室 228加藤　天美・大槻　俊輔・露口　尚弘・

中野　直樹・内山　卓也・中川　修宏・

眞田　寧皓・奥田　武司・辻　潔・松本　真林・

吉岡　宏真・宮内　正晴・布川　知史・

植嶋　利文・武友　保憲・中尾　雄三・

泉本　修一・埜中　正博・新山　一秀・

小西　直毅

専門科目臨床各論Ⅵ産科婦人科学 231松村 謙臣・辻　勲・鈴木　彩子・中井　英勝・

小谷　泰史・髙矢　寿光・村上　幸祐・葉　宜慧・

貫戸　明子

専門科目臨床各論Ⅵ小児科学 234岡田　満・坂田　尚己・和田　紀久・杉本　圭相・

井庭　慶典・竹村　豊・宮崎　紘平・宮沢　朋生・

南方　俊祐・丸谷　怜・小西　悠平・岡野　意浩

頁教員氏名科目区分科目名

目 次

専門科目臨床各論Ⅶ（救急医学） 238北澤　康秀・村尾　佳則・重岡　宏典・

植嶋　利文・丸山　克之・上田　敬博・

松島　知秀・布川　知史・木村　貴明・

横山　恵一・太田　育夫・中尾　隆美・

石部　琢也・豊田　甲子男・一ノ橋　紘平・

高慶　承史



北澤　康秀・村尾　佳則・重岡　宏典・

植嶋　利文・丸山　克之・上田　敬博・

松島　知秀・布川　知史・木村　貴明・

横山　恵一・太田　育夫・中尾　隆美・

石部　琢也・豊田　甲子男・一ノ橋　紘平・

高慶　承史

専門科目臨床各論Ⅶ（放射線診断学） 243石井　一成・細野　眞・松木　充・鶴﨑　正勝・

柏木　伸夫・栁生　行伸・任　誠雲・富山 憲幸・

中西　克之・西川　正則

専門科目臨床各論Ⅶ（麻酔科学） 245中尾　慎一・森本　昌宏・大田　典之・

湯浅　晴之・髙杉　嘉弘・平松　謙二・白井　達・

打田　智久・冬田　昌樹・岩元　辰篤・

上原　圭司・松島　麻由佳・中村　正人

専門科目臨床各論Ⅶ（臨床検査医学） 252上硲　俊法・芦田　隆司・平野　豊・田中　裕滋・

山住　俊晃・森田　泰慶

専門科目臨床各論Ⅷ（婦人科学） 256松村 謙臣・辻　勲・鈴木　彩子・中井　英勝・

武田　卓・小谷　泰史・髙矢　寿光・村上　幸祐・

貫戸　明子

専門科目臨床各論Ⅷ（放射線腫瘍学） 259西村　恭昌・細野　眞・岡嶋　馨・金森　修一・

門前　一・中松　清志・石川　一樹・鈴木 実・

柴田 徹

専門科目臨床各論Ⅷ（臨床腫瘍学） 264中川　和彦・田村　孝雄・鶴谷　純司・

奥野　達哉・武田　真幸・岩朝　勤・田中　薫・

林　秀敏・川上　尚人・吉田　健史・武川　直樹・

野長瀨　祥兼・藤田　裕規・光冨　徹哉・

安田　卓司・西村　恭昌・石井　一成・

西尾　和人・佐藤　隆夫・菰池　佳史・

大磯　直毅・野澤　昌弘・田中　宏和・

奥田　武司・千葉　康敬・林 真紀子・

小西　直毅・西條　長宏・大江　裕一郎・

田村 和郎・新田　隆・倉田　宝保・宮﨑　昌樹・

藤阪　保仁・米阪　仁雄・工藤　慶太・

茶本　健司・川上　祥子・橋本　佐与子・

佐藤　恵子・大林　千穂・福岡　和也・

金田　裕靖・五味　恵美・清水　俊雄

専門科目臨床各論Ⅸ 268医学部所属教員

専門科目臨床各論Ⅹ 270医学部所属教員

専門科目臨床実習（C・C） 272医学部所属教員

専門科目臨床総論Ⅰ/実習 275平出　敦・伊木　雅之・松村　到・上硲　俊法・

岡田　満・辰巳　陽一・三井　良之・平野　豊・

竹中　完・岩永　賢司・栁生　行伸

専門科目臨床総論Ⅱ/実習（外科概論） 279奥野　清隆・竹山　宜典・光冨　徹哉・

安田　卓司・八木　誠・菰池　佳史・磯貝　典孝・

佐賀　俊彦・北澤　康秀・村尾　佳則・

肥田　仁一・中居　卓也・松本　逸平・

佐々木　隆二・所　忠男・尾上　雅彦・

上田　和毅・保田　知生

専門科目臨床総論Ⅱ/実習（感染症） 282吉田　耕一郎・福田　昌彦・大磯　直毅・

上硲　俊法・竹山　宜典・石川　泰章・

中山　隆志・松島　知秀・岡野　意浩・桑原　基・

西山　理・田中　宏和

専門科目臨床総論Ⅱ/実習（心療内科） 287小山　敦子・村上　佳津美・松岡　弘道・

羽多野　裕・阪本　亮・酒井　清裕・和泉　宏昌・

保田　紀子・名倉　美樹・白﨑　愛里・

上村　泰德・福永　幹彦・植田　圭吾・

長　哲太郎・大武　陽一

専門科目臨床総論Ⅲ/実習 291医学部所属教員

頁教員氏名科目区分科目名

目 次



シラバス№： 1811900054

グローバルヘルス概論科目名　：

英文名　：

安田　直史担当者　：

医学科開講学科：

前期2単位 開講期： 必修科目必修選択の別：開講年次：単　位　： 1年次

科目区分： 共通教養科目

備　考　：

■授業概要・方法等

世の中ではグローバル化が進行し、世界は小さくなっている。それの良し悪し、好き嫌いは別として、グローバル化は人の生命

や健康に影響を与えていることは事実である。同時に医療にも医師にもグローバルな対応が求められている。「医師に必要な基

礎的知識・技能」を身につけてグローバル化する社会に貢献するためには、単に技術としての医学、科学にとどまらず、国際的

な広い視野が必要になる。この科目では、講義、グループ討論、発表などを通じてグローバル化する世界情勢と世界の様々な地

域での保健、医療の状況、世界的な保健医療の流れ、そしてその日本への影響と医師としての役割、について考えることとしま

す。

■学習・教育目標及び到達目標

この授業を修了すると、

１）グローバリゼーションの現況と特にそれが保健医療に及ぼす影響と日本への影響を理解し、説明できる。２）世界の国々に

おける保健医療状況と、地球規模の保健医療課題に対する国際社会の取り組みを理解する。３）「医師」という国際的に普遍な

プロフェッショナルの仕事と役割を国際的コンテクストで理解する。

これは近畿大学医学部教育アウトカムのうち、以下の達成に貢献する。

・医療の社会性の理解

・国際化に対応できる教養と英語力

・倫理とプロフェッショナリズム

■成績評価方法および基準

発表と討論の内容 30%

授業中のクイズ 30%

期末テスト 40%

■試験・課題に対するフィードバック方法

学生ポータルサイトに掲載します。

■教科書

使用しない

適宜参考資料を配布する。

■参考文献

適宜授業中に紹介する。

■関連科目

なし

■授業評価アンケート実施方法

学部の実施規定に準拠して行う。

■研究室・メールアドレス

東大阪キャンパス本館６階６１０号室

yasuda0403@kindai.ac.jp

■オフィスアワー

月曜日授業の前後

他にもアポイントメントにて可

■授業計画の内容及び時間外学修の内容・時間
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第1回  オリエンテーション

（自己紹介、世界の保健課題と健康の社会的要因）

予習内容：なし

復習内容：講義ノートの復習、参考文献の学習

復習時間：30分

講義、グループワーク

第2回  グローバリゼーションと健康

予習内容：Global Health Topic of the weekをサーチ

タイトルに関連した予習、課題発表の準備

予習時間：60分

復習内容：講義ノートの復習、関連文献の学習

復習時間：30分

Global Health Topic of the weekについての討論

講義、グループワーク

第3回  貧困・格差と健康

予習内容：Global Health Topic of the weekをサーチ

タイトルに関連した予習、課題発表の準備

予習時間：60分

復習内容：講義ノートの復習、関連文献の学習

復習時間：30分

Global Health Topic of the weekについての討論

講義、グループワーク

第4回  プライマリヘルスケア

予習内容：Global Health Topic of the weekをサーチ

タイトルに関連した予習、課題発表の準備

予習時間：60分

復習内容：講義ノートの復習、関連文献の学習

復習時間：30分

Global Health Topic of the weekについての討論

講義、グループワーク

第5回  開発・人権と健康

予習内容：Global Health Topic of the weekをサーチ

タイトルに関連した予習、課題発表の準備

予習時間：60分

復習内容：講義ノートの復習、関連文献の学習

復習時間：30分

Global Health Topic of the weekについての討論

講義、グループワーク

第6回  人口問題とジェンダーと健康

予習内容：Global Health Topic of the weekをサーチ

タイトルに関連した予習、課題発表の準備

予習時間：60分

復習内容：講義ノートの復習、関連文献の学習

復習時間：30分

Global Health Topic of the weekについての討論

講義、グループワーク

第7回  母子の健康

予習内容：Global Health Topic of the weekをサーチ

タイトルに関連した予習、課題発表の準備

予習時間：60分

復習内容：講義ノートの復習、関連文献の学習

復習時間：30分

Global Health Topic of the weekについての討論

講義、グループワーク

第8回  国際社会と感染症（１）

予習内容：Global Health Topic of the weekをサーチ

タイトルに関連した予習、課題発表の準備

予習時間：60分

復習内容：講義ノートの復習、関連文献の学習

復習時間：30分

Global Health Topic of the weekについての討論

講義、グループワーク
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第8回  国際社会と感染症（１）

予習内容：Global Health Topic of the weekをサーチ

タイトルに関連した予習、課題発表の準備

予習時間：60分

復習内容：講義ノートの復習、関連文献の学習

復習時間：30分

Global Health Topic of the weekについての討論

講義、グループワーク

第9回  国際社会と感染症（２）

予習内容：Global Health Topic of the weekをサーチ

タイトルに関連した予習、課題発表の準備

予習時間：60分

復習内容：講義ノートの復習、関連文献の学習

復習時間：30分

Global Health Topic of the weekについての討論

講義、グループワーク

第10回  紛争・災害・難民と健康（１）

予習内容：Global Health Topic of the weekをサーチ

タイトルに関連した予習、課題発表の準備

予習時間：60分

復習内容：講義ノートの復習、関連文献の学習

復習時間：30分

Global Health Topic of the weekについての討論

講義、グループワーク

第11回  紛争・災害・難民と健康（２）　在日外国人と健康

予習内容：Global Health Topic of the weekをサーチ

タイトルに関連した予習、課題発表の準備

予習時間：60分

復習内容：講義ノートの復習、関連文献の学習

復習時間：30分

Global Health Topic of the weekについての討論

講義、グループワーク

第12回  国内での国際保健

予習内容：Global Health Topic of the weekをサーチ

タイトルに関連した予習、課題発表の準備

予習時間：60分

復習内容：講義ノートの復習、関連文献の学習

復習時間：30分

Global Health Topic of the weekについての討論

講義、グループワーク

第13回  保健システムとは、世界の保健システム

予習内容：Global Health Topic of the weekをサーチ

タイトルに関連した予習、課題発表の準備

予習時間：60分

復習内容：講義ノートの復習、関連文献の学習

復習時間：30分

Global Health Topic of the weekについての討論

講義、グループワーク

第14回  グローバルヘルスのパートナーとグローバルヘルスの仕事（国際機関、政府機関、NGO）

予習内容：Global Health Topic of the weekをサーチ

タイトルに関連した予習、課題発表の準備

予習時間：60分

復習内容：講義ノートの復習、関連文献の学習

復習時間：30分

Global Health Topic of the weekについての討論

講義、グループワーク
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第15回  SDGとグローバルヘルス・アジェンダ

予習内容：Global Health Topic of the weekをサーチ

タイトルに関連した予習、課題発表の準備

予習時間：60分

復習内容：講義ノートの復習、関連文献の学習

復習時間：30分

Global Health Topic of the weekについての討論

講義、グループワーク

■ホームページ
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シラバス№： 1811900074

プロフェッショナリズム/実習Ⅰ科目名　：

英文名　：

赤木　將男・磯貝　典孝・辰巳　陽一・池田　行宏・脇坂　眞由美担当者　：

医学科開講学科：

集中45時間 開講期： 必修科目必修選択の別：開講年次：単　位　： 1年次

科目区分： 基礎科目

備　考　：

■授業概要・方法等

本学の医学教育アウトカムの1番最初に「倫理とプロフェッショナリズム」と掲げられています。皆さんは医学部に入学しまし

た。それは、これから一生、医師として生きていくスタートラインに立ったという事です。グローバル化の潮流は医師の世界に

も必然的に来ており、皆さんはその中で医師としての社会的責任を果たしていかなくてはいけません。そのためには常に社会か

らの要請を感知し、それを満足させるための行動をしていく必要があります。この授業では、医師としての行動規範や意味を理

解するだけではなく、実践するための素地を身につけていきます。

■学習・教育目標及び到達目標

関連教育アウトカム

①倫理とプロフェッショナリズム

②コミュニケーション能力

③チーム医療

関連ディプロマポリシー

①プロフェッショナルとしての高い使命感と倫理観を持ち、人に愛され、人に信頼され、人に尊敬される医師を目指すこと。

②患者に対する思いやりと奉仕の精神またチームワークにおける協調精神を身につけること。

③積極的に課題に取り組み、さらに自ら問題点を見いだし解決する姿勢を身につけること。

キーワード

行動規範、コンピテンス、自己研鑽、傾聴、利他的奉仕

一般目標（GIO）

闘病をしている方々の思いや心情に接するとともに、安心・安全な医療サービスを提供する意味を理解する。体験を学生同士、

模擬患者の皆さん、教員などと振り返ることにより、自分自身の適性、素養、考え方を知って、今後のキャリア形成の礎とす

る。

行動目標（SBOs）

１．闘病記を読んだり、闘病をしている方に直接お聞きする等して、闘病中の思いや心情に接する。

２．医療サービスの支援をする機会を生かして献身的に行動するきっかけを得る。

３．プロフェッショナリズムとはどんなものか、自分のキャリアイメージと結び付ける。

４．医療安全やチーム医療の重要性を述べる。

５．臨床の現場で礼儀正しく振舞うことができ、コミュニケーションがとれる。

６．卒業時までに身につけるべきことや、医療系の学生としての行動規範について考える。

７．他のメンバーの体験を聞き、尊重してディスカッションに参画できる。

８．自分自身の体験をまとめて自分自身、そしてチーム内で振り返りができる。

■成績評価方法および基準

レポート(闘病記の感想、各授業で学んだこと、病棟実習での感想等、すべてのレポート） 100%

■試験・課題に対するフィードバック方法

内科初診外来エスコート実習では自己評価表を用いて自分自身で評価する。

病棟実習では看護師より行動・態度について評価がなされ個人に返却される。

実習後の学生同士、教員とのディスカッションや評価を踏まえ、自分の行動と、どのようにとらえたか、感じたかというレポー

トを書くことで自分自身を振り返る。

内容が不十分なレポートについては書き直しを指示することがある。

■教科書

近畿大学医学部の教育アウトカム（学生ポータル参照）

近畿大学医学部学生の行動規範（学生ポータル参照） 5



近畿大学医学部の教育アウトカム（学生ポータル参照）

近畿大学医学部学生の行動規範（学生ポータル参照）

■参考文献

闘病記ライブラリー(http://toubyoki.info/about/)

■関連科目

医学からみた現代社会と倫理、プロフェッショナリズムⅡ、Ⅲ、Ⅳ

■授業評価アンケート実施方法

実施既定に準拠して行う。

■研究室・メールアドレス

新研究棟9階　安全衛生管理センター・yuyu@med.kindai.ac.jp

■オフィスアワー

月～土（常時可）ただし、研究室にいない場合もあるので、来る時間を事前にお知らせください。

■授業計画の内容及び時間外学修の内容・時間

ゴールへ到達するための1年生の過ごし方

学生生活をスムースに送るために必要な知識と医学部のルールを知る。

6年生までにできておくこと

卒業時までにどのような資質・能力が備わっていないといけないか、について考えてみる。

内科初診外来エスコート実習

内科初診外来で診療支援のサービスをおこない、初診患者やその家族の支援を通じて医療サービスに接する。

闘病記より学ぶ

闘病をしている方々の心情や思いを知るため、実際に闘病記を読んでみる。これにより何を学んだかを語り合い、他のメンバー

の考えや学びを知る。

傾聴の意義と技法

患者とのコミュニケーションに必要な傾聴の意義について理解、実感し、技法を身につけ、病棟実習に備える。

映画鑑賞

闘病をしている方々の心情や思いを知るため、同じタイトルの映画を全員で鑑賞する。これにより何を学んだかを語り合い、他

のメンバーの考えや学びを知る。

病棟実習に向けて看護部からのメッセージ

看護師は病棟で最も患者さんの近くにいる医療従事者である。病棟実習では、病棟の看護師のお世話になる。病棟での心構えや

必要な手技、態度をオリエンテーション形式で教わる。オリエンテーションに欠席すると病棟実習に参加できないので、必ず出

席すること。

医療安全

安全な医療を提供するようになるために、どのような素養が求められるかを議論する。

模擬患者より学ぶ

地域住民が医療・医学生に対して何をもとめているかを聞き、そこから自分は何が必要かをディスカッションする。さらに、ど

のように患者さんとコミュニケーションをとったらいいのか、闘病の体験などをもとに、話し合いをして、病棟実習に備える。

病棟実習

病棟に行って患者さんから闘病の様子を語っていただく。自分自身がまだ、医学の専門教育を受けていない状態で直接、患者さ

んから闘病の様子をお聞きして今後の、自分のキャリア形成の糧とする。

振り返り

病棟実習で何を学んだか。この授業シリーズでどのような気づきをえることができたかをチームで語り合う。授業の最初に行っ

た「6年生までにできておくこと」について、この授業の経験を通じてどのように変化したか、個人でシートにまとめて振り返り

を行う。

予習内容：

夏休みの課題として闘病記を1冊読み、その内容を指定の用紙にまとめる

予習時間：200分 6



ゴールへ到達するための1年生の過ごし方

学生生活をスムースに送るために必要な知識と医学部のルールを知る。

6年生までにできておくこと

卒業時までにどのような資質・能力が備わっていないといけないか、について考えてみる。

内科初診外来エスコート実習

内科初診外来で診療支援のサービスをおこない、初診患者やその家族の支援を通じて医療サービスに接する。

闘病記より学ぶ

闘病をしている方々の心情や思いを知るため、実際に闘病記を読んでみる。これにより何を学んだかを語り合い、他のメンバー

の考えや学びを知る。

傾聴の意義と技法

患者とのコミュニケーションに必要な傾聴の意義について理解、実感し、技法を身につけ、病棟実習に備える。

映画鑑賞

闘病をしている方々の心情や思いを知るため、同じタイトルの映画を全員で鑑賞する。これにより何を学んだかを語り合い、他

のメンバーの考えや学びを知る。

病棟実習に向けて看護部からのメッセージ

看護師は病棟で最も患者さんの近くにいる医療従事者である。病棟実習では、病棟の看護師のお世話になる。病棟での心構えや

必要な手技、態度をオリエンテーション形式で教わる。オリエンテーションに欠席すると病棟実習に参加できないので、必ず出

席すること。

医療安全

安全な医療を提供するようになるために、どのような素養が求められるかを議論する。

模擬患者より学ぶ

地域住民が医療・医学生に対して何をもとめているかを聞き、そこから自分は何が必要かをディスカッションする。さらに、ど

のように患者さんとコミュニケーションをとったらいいのか、闘病の体験などをもとに、話し合いをして、病棟実習に備える。

病棟実習

病棟に行って患者さんから闘病の様子を語っていただく。自分自身がまだ、医学の専門教育を受けていない状態で直接、患者さ

んから闘病の様子をお聞きして今後の、自分のキャリア形成の糧とする。

振り返り

病棟実習で何を学んだか。この授業シリーズでどのような気づきをえることができたかをチームで語り合う。授業の最初に行っ

た「6年生までにできておくこと」について、この授業の経験を通じてどのように変化したか、個人でシートにまとめて振り返り

を行う。

予習内容：

夏休みの課題として闘病記を1冊読み、その内容を指定の用紙にまとめる

予習時間：200分

■ホームページ
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シラバス№： 1811900053

医学から見た現代社会と倫理科目名　：

英文名　：

三井　良之・辰巳　陽一・西郷　和真・西山　順博・小山　敦子・

小西　直毅・福岡　和也・宮澤　正顯・辻　勲・西尾　和人・森　合音・

花田　一志

担当者　：

医学科開講学科：

前期2単位 開講期： 必修科目必修選択の別：開講年次：単　位　： 1年次

科目区分： 共通教養科目

備　考　：

■授業概要・方法等

倫理学は人々が共に生きていく社会生活の規範を探求する学問である．ある特定の人が身に付ければよいもの

ではなく，ひとりひとりが考え，形成していくものである．さまざまな場面で，倫理観は問われる．とりわ

け，医療はそのような倫理感を常に問われる場である．このユニットでは，講義とグループディスカッション

を取り混ぜて，医学部の枠を越えて，近畿大学の様々な分野で活躍する講師陣とともに，共に考える倫理学としたい．

■学習・教育目標及び到達目標

関連ディプロマポリシー

①患者に対する思いやりと奉仕の精神またチームワークにおける協調精神を身につけること。

②プロフェッショナルとしての高い使命感と倫理観を持ち、人に愛され、人に信頼され、人に尊敬される医師を目指すこと。

③積極的に課題に取り組み、さらに自ら問題点を見いだし解決する姿勢を身につけること。

関連教育アウトカム

①倫理とプロフェッショナリズム

②医療の社会性の理解

③コミュニケーション能力

キーワード

倫理　教養

■成績評価方法および基準

各講義担当者の評価 45%

前期試験もしくはレポート課題 55%

■試験・課題に対するフィードバック方法

レポート，各講義時間中の課題を返却致します．

■教科書

[ISBN]9784260028202 『医療倫理学の方法 第3版: 原則・ナラティヴ・手順』 (宮坂 道夫, 医学書院 : 2016)

■参考文献

適宜，講義中に提示致します．

■関連科目

教養特殊講義　プロフェッショナリズム・実習　医療安全

■授業評価アンケート実施方法

医学部実施規定に準拠して行います．

■研究室・メールアドレス

mitsui@med.kindai.ac.jp

■オフィスアワー

水曜日　17−18時　神経内科医局

■授業計画の内容及び時間外学修の内容・時間

第1回  医学における倫理的問題

予習内容：講義に関わるキーワードを検索し調べておく

予習時間：15分

復習内容：講義配付資料を振り返る

復習時間：15分

歴史的に医学の領域ではどのような倫理問題があったかを振り返る．
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予習内容：講義に関わるキーワードを検索し調べておく

予習時間：15分

復習内容：講義配付資料を振り返る

復習時間：15分

歴史的に医学の領域ではどのような倫理問題があったかを振り返る．

第2回  倫理的問題を考えるヒント

予習内容：講義に関わるキーワードを検索し調べておく

予習時間：15分

復習内容：講義配付資料を振り返る

復習時間：15分

複雑な医学的倫理問題を考えるためのヒントとなる方法について紹介します．

第3回  医療現場のコミュニケーション

予習内容：講義に関わるキーワードを検索し調べておく

予習時間：15分

復習内容：講義配付資料を振り返る

復習時間：15分

医療現場における医療者と患者，あるいは医療者同士（多職種）のコミュニケーションのあり方について概説します．

第4回  遺伝カウンセリング

予習内容：講義に関わるキーワードを検索し調べておく

予習時間：15分

復習内容：講義配付資料を振り返る

復習時間：15分

遺伝学の基礎とカウセリングについて学びます．

第5回  胃瘻を巡る医療倫理

予習内容：講義に関わるキーワードを検索し調べておく

予習時間：15分

復習内容：講義配付資料を振り返る

復習時間：15分

「胃瘻」とは説明し，生命倫理と胃瘻を巡る問題について学びます．

第6回  がん患者のケア

予習内容：講義に関わるキーワードを検索し調べておく

予習時間：15分

復習内容：講義配付資料を振り返る

復習時間：15分

心理学的側面からがん患者のケアについて解説します．

第7回  医療と社会保障・社会福祉

予習内容：講義に関わるキーワードを検索し調べておく

予習時間：15分

復習内容：講義配付資料を振り返る

復習時間：15分

医療資源を有効に活用するための根幹である社会保障制度の基本的理念を、社会福祉の立場から解説します。

第8回  「医療と社会制度」に関する事例検討（グループディスカッションと発表）

予習内容：講義に関わるキーワードを検索し調べておく

予習時間：15分

復習内容：講義配付資料を振り返る

復習時間：15分

実際の投書事例をもとに、社会保障関連制度について学びます。

第9回  研究倫理

予習内容：講義に関わるキーワードを検索し調べておく

予習時間：15分

復習内容：講義配付資料を振り返る

復習時間：15分

わが国発の革新的医薬品・医療機器開発のためには、倫理指針や法律を遵守した臨床研究の実施が必要不可欠である。研究に携

わるすべての者が研究倫理について学ぶことによって、安全で質の高い臨床研究が可能となる。

第10回  遺伝子組換え実験と生物多様性の確保

予習内容：講義に関わるキーワードを検索し調べておく

予習時間：15分

復習内容：講義配付資料を振り返る

復習時間：15分

遺伝子組換え技術は、医学研究に不可欠であるばかりでなく、この技術によって作成された生物学的製剤が、患者治療を革新的

に変えるまでに至っている。一方で、遺伝的に改変された生物種が自然環境中に拡散すれば、元々地球上に存在していた野生種

の消滅につながる懼れもある。このため、遺伝子組換え生物の取扱いについては、国際条約に基づき法規制が加えられている。

　この講義では、遺伝子組換え生物の取扱いを規制する法律の背景にある、地球環境を護ろうとする意思と、遺伝資源の公平な

活用に関する考え方を説明し、倫理面の重要性に触れる。
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第10回  遺伝子組換え実験と生物多様性の確保

予習内容：講義に関わるキーワードを検索し調べておく

予習時間：15分

復習内容：講義配付資料を振り返る

復習時間：15分

遺伝子組換え技術は、医学研究に不可欠であるばかりでなく、この技術によって作成された生物学的製剤が、患者治療を革新的

に変えるまでに至っている。一方で、遺伝的に改変された生物種が自然環境中に拡散すれば、元々地球上に存在していた野生種

の消滅につながる懼れもある。このため、遺伝子組換え生物の取扱いについては、国際条約に基づき法規制が加えられている。

　この講義では、遺伝子組換え生物の取扱いを規制する法律の背景にある、地球環境を護ろうとする意思と、遺伝資源の公平な

活用に関する考え方を説明し、倫理面の重要性に触れる。

第11回  薬害と生命倫理

予習内容：講義に関わるキーワードを検索し調べておく

予習時間：15分

復習内容：講義配付資料を振り返る

復習時間：15分

いわゆる「薬害」エイズ事件は、ヒト血漿に由来する凝固因子製剤を介したHIV感染に対し、医師の危険予知可能性が問われた

業務上過失致死容疑事件である。被告医師は無罪とされたこと、当時同様の感染事例は全世界に発生し、刑事責任が問われたの

は日本とフランスだけであること、米国では政府機関により膨大な科学的検証が行われたことはあまり知られていない。

　本講義では、最近の頸がんワクチン問題への影響も含め、「リスクベネフィット」と個人の人権の関係を多面的に考察する。

第12回  生殖医療と生命倫理

予習内容：講義に関わるキーワードを検索し調べておく

予習時間：15分

復習内容：講義配付資料を振り返る

復習時間：15分

生殖医療は大きな発展を遂げ, これまで妊娠が望めなかった不妊症患者に福音をもたらしてきた。しかし一方で, 第三者からの配

偶子提供や代理懐胎などの従来想定されなかった新たな問題が顕在化し, 社会の理解や制度が追いついていないのが現状であ

る。倫理的および社会的な観点から十分に検討を行い, 生殖医療を適正に実施するための制度づくりが必要であるが, 生まれてく

る子供の福祉を最優先に考えることが重要である。

第13回  ゲノム医療を巡る問題

予習内容：講義に関わるキーワードを検索し調べておく

予習時間：15分

復習内容：講義配付資料を振り返る

復習時間：15分

遺伝子・ゲノムの情報を活用して、個々の患者の病気の診断や治療を行うprecision medicineが進められています。しかし遺伝

子情報は、究極の個人情報ですからその取扱いには個人情報保護法や各種の倫理規定に則って慎重な取り扱いが必要です。海外

では、個人の遺伝子情報を基に保険の加入が認められない事例も生じています。本講義では、事例も交えてゲノム医療の実施に

関して注意すべき点などを議論します。

第14回  精神医療と倫理

予習内容：講義に関わるキーワードを検索し調べておく

予習時間：15分

復習内容：講義配付資料を振り返る

復習時間：15分

明治33年に制定された精神病者監護法は、精神科患者の私宅監置を目的としていました。その後、法律は変わり、現在は精神保

健福祉法の下、精神医療が行われています。精神科関連法の歴史を通して、精神医療と倫理の問題を考えていきます。

第15回  ホスピタルアート

予習内容：講義に関わるキーワードを検索し調べておく

予習時間：15分

復習内容：講義配付資料を振り返る

復習時間：15分

病院とは単なる人体の修理工場ではなく，医療者は機会の修理をしているわけでもない．生身の人間にとっては，当たり前の日

常生活が何よりも大切である．ともすれば，非日常の閉鎖された空間に陥りがちな医療の現場をアートを通じて，当たり前の暮

らしを取り戻す手がかりとする．そんなホスピタルアートに触れてみて下さい．

■ホームページ
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シラバス№： 1811900070

医学英語（2年次）科目名　：

英文名　：

ｴｽﾋﾟﾉｻﾞ・ｶﾙﾃﾞﾛﾝ・ﾎﾙﾍ・ﾙｲｽ担当者　：

医学科開講学科：

通年6単位 開講期： 必修科目必修選択の別：開講年次：単　位　： 2年次

科目区分： 外国語科目

備　考　：

■授業概要・方法等

This course provides students opportunities to improve their communication skills in medical English. The main goal

of the course is to stimulate students' enjoyment of learning medicine in English.

■学習・教育目標及び到達目標

Students will increase their usable vocabulary and will improve their listening and critical thinking skills on various

medical topics. Since most of the topics covered in this course are the same ones that are studied in the main courses

(Japanese), through this course students will have the opportunity to strengthen their knowledges learned.

■成績評価方法および基準

e-learning 20%

Presentations 20%

Mid-term Exam 30%

Final Exam 30%

■試験・課題に対するフィードバック方法

To be announced

■教科書

[ISBN]9780071769648 『The Color Atlas of Family Medicine, 2e』 (Richard Usatine, McGraw-Hill Medical : 2013)

Vocabulary power-up for Medicine and Health Care Study: e-learning by ALC

■参考文献

Harrison's: Principles of Internal Medicine,

McGraw-Hill Education / Medical; 19 edition (April 17, 2015)

■関連科目

the 3rd year Medical English,the 4th year Medical English

■授業評価アンケート実施方法

Surveys will be conducted according to the Faculty of Medicine Guidelines

■研究室・メールアドレス

luis1.esp2.cd@outlook.com

■オフィスアワー

By appointment

■授業計画の内容及び時間外学修の内容・時間

第1回  Orientation and Introduction

第2回  Distal Radius Fracture

予習内容：Chapter 103

予習時間：60分

復習内容：Chapter 103

復習時間：50分

CAFM, Chapter 103

第3回  Clavicular Fracture

予習内容：Chapter 102

予習時間：50分

復習内容：Chapter 102

復習時間：50分

CAFM, Chapter 102
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予習内容：Chapter 102

予習時間：50分

復習内容：Chapter 102

復習時間：50分

CAFM, Chapter 102

第4回  Anemia

予習内容：To be announced

予習時間：60分

復習内容：To be announced

復習時間：60分

Harrison's, chapter 77

第5回  Pericardial effusion

予習内容：Chapter 49

予習時間：60分

復習内容：Chapter 49

復習時間：50分

CAFM, Chapter 49

第6回  Pneumonia

予習内容：Chapter 53

予習時間：60分

復習内容：Chapter 53

復習時間：50分

CAFM, Chapter 53

第7回  The knee

予習内容：Chapter 106

予習時間：60分

復習内容：Chapter 106

復習時間：50分

CAFM, Chapter 106

第8回  Goitrous Hypothyroidism

予習内容：Chapter 226

予習時間：60分

復習内容：Chapter 226

復習時間：50分

CAFM, Chapter 226

第9回  Ear: Foreign Body

予習内容：Chapter 28

予習時間：50分

復習内容：Chapter 28

復習時間：40分

CAFM, Chapter 28

第10回  ASTHMA

予習内容：Chapter 55

予習時間：60分

復習内容：Chapter 55

復習時間：60分

CAFM, Chapter 55

第11回  Bell's Palsy

予習内容：Chapter 233

予習時間：50分

復習内容：Chapter 233

復習時間：50分

CAFM, Chapter 233

第12回  Headache

予習内容：Chapter 229

予習時間：60分

復習内容：Chapter 229

復習時間：60分

CAFM, Chapter 229
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予習内容：Chapter 229

予習時間：60分

復習内容：Chapter 229

復習時間：60分

CAFM, Chapter 229

第13回  Alzheimer's Disease

予習内容：chapter 448

予習時間：60分

復習内容：To be announced

復習時間：50分

Harrison's, chapter 448

第14回  Hypertension

予習内容：Chapter 47

予習時間：60分

復習内容：Chapter 47

復習時間：50分

CAFM, Chapter 47

第15回  Heart Failure

予習内容：Chapter 48

予習時間：60分

復習内容：Chapter 48

復習時間：60分

CAFM, Chapter 48

Midterm exam

To be announced

第16回  Acromegaly

予習内容：Chapter 228

予習時間：50分

復習内容：Chapter 228

復習時間：40分

CAFM, Chapter 228

第17回  Urinary Sediment

予習内容：Chapter 67

予習時間：50分

復習内容：Chapter 67

復習時間：50分

CAFM, Chapter 67

第18回  Interpreting the Complete Blood Count and Differential

予習内容：To be announced

予習時間：60分

復習内容：To be announced

復習時間：60分

To be announced

第19回  Cellulitis

予習内容：Chapter 120

予習時間：60分

復習内容：Chapter 120

復習時間：50分

CAFM, Chapter 120

第20回  Pathogenesis of viral infections

予習内容：To be announced

予習時間：60分

復習内容：To be announced

復習時間：60分

To be announced
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第21回  HIV virus infection and AIDS

予習内容：To be announced

予習時間：60分

復習内容：To be announced

復習時間：50分

To be announced

第22回  Intestinal Worms and Parasites

予習内容：Chapter 214

予習時間：60分

復習内容：Chapter 214

復習時間：60分

CAFM, Chapter 214

第23回  Lymphoid System

予習内容：To be announced

予習時間：60分

復習内容：To be announced

復習時間：50分

To be announced

第24回  Contact Dermatitis

予習内容：chapter 146

予習時間：60分

復習内容：chapter 146

復習時間：60分

CAFM, chapter 146

第25回  Substance Abuse dissorders

予習内容：Chapter 235

予習時間：50分

復習内容：Chapter 235

復習時間：40分

CAFM, Chapter 235

第26回  Psoriasis

予習内容：Chapter 152

予習時間：60分

復習内容：Chapter 152

復習時間：50分

CAFM, Chapter 152

第27回  Cutaneous T cell lymphomas

予習内容：chapter 176

予習時間：60分

復習内容：chapter 176

復習時間：60分

CAFM, chapter 176

第28回  Rheumatoid arthritis

予習内容：Chapter 97

予習時間：50分

復習内容：Chapter 97

復習時間：50分

CAFM, chapter 97

第29回  Scope of Diagnostic Imaging

予習内容：To be announced

予習時間：50分

復習内容：To be announced

復習時間：50分

To be announced
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第30回  Evidence-Based Medicine

予習内容：Annexes A

予習時間：50分

復習内容：Annexes A

復習時間：50分

CAFM, Annexes A

Final Exam

To be announced

■ホームページ
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シラバス№： 1811900071

医学英語（3年次）科目名　：

英文名　：

ｴｽﾋﾟﾉｻﾞ・ｶﾙﾃﾞﾛﾝ・ﾎﾙﾍ・ﾙｲｽ担当者　：

医学科開講学科：

通年6単位 開講期： 必修科目必修選択の別：開講年次：単　位　： 3年次

科目区分： 外国語科目

備　考　：

■授業概要・方法等

In this course, students will have the opportunity to continue to improve skills they learned in previous English

courses. The main goal of the course is to increase students enjoyment of learning medicine in English.

■学習・教育目標及び到達目標

Students will continue increasing their usable vocabulary and will improve their listening and critical thinking skills on

various medical topics. In addition, students will improve their pragmatic use of English

■成績評価方法および基準

Presentations 20%

Mid term Exam 30%

Final Exam 50%

■試験・課題に対するフィードバック方法

To be announced

■教科書

[ISBN]9780071769648 『The Color Atlas of Family Medicine, 2e』 (Richard Usatine, McGraw-Hill Medical : 2013)

■参考文献

Tintinalli’s Emergency Medicine: A Comprehensive Study Guide, 8th edition. Judith Tintinalli, et al.

McGraw Hill, 2015

[ISBN]9780071794763

■関連科目

Harrison's: Principles of Internal Medicine. Dennis Kasper, et al

McGraw-Hill Education / Medical; 19 edition (April 17, 2015)

■授業評価アンケート実施方法

Surveys will be conducted according to the Faculty of Medicine Guidelines

■研究室・メールアドレス

luis1.esp2.cd@outlook.com

■オフィスアワー

By appointment

■授業計画の内容及び時間外学修の内容・時間

第1回  Orientation and Introduction

第2回  Peptic Ulcer Disease

予習内容：Chapter 59

予習時間：60分

復習内容：Chapter 59

復習時間：60分

CAFM, Chapter 59

第3回  Diabetes, Overview

予習内容：Chapter 219

予習時間：60分

復習内容：Chapter 219

復習時間：60分

CAFM, Chapter 219
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予習内容：Chapter 219

予習時間：60分

復習内容：Chapter 219

復習時間：60分

CAFM, Chapter 219

第4回  Hyperlipidemia and Xanthomas

予習内容：Chapter 62

予習時間：50分

復習内容：Chapter 62

復習時間：40分

CAFM, Chapter 223

第5回  Gallstones

予習内容：Page 1448 to 1450

予習時間：50分

復習内容：Page 1448 to 1450

復習時間：40分

CAFM, chapter 62

Pages 1448 to 1450

第6回  Coronary Artery Disease

予習内容：Chapter 46

予習時間：60分

復習内容：Chapter 46

復習時間：60分

CAFM, Chapter 46

第7回  Bacterial Endocarditis

予習内容：Chapter 50

予習時間：60分

復習内容：Chapter 50

復習時間：50分

CAFM, Chapter 50

第8回  Pericardial Effusion

予習内容：Chapter 49

予習時間：60分

復習内容：Chapter 49

復習時間：50分

CAFM, Chapter 49

第9回  Kidney Stones

予習内容：Chapter 68

予習時間：50分

復習内容：Chapter 68

復習時間：50分

CAFM, Chapter 68

第10回  Lupus: Systemic and Cutaneous

予習内容：Chapter 180

予習時間：60分

復習内容：Chapter 180

復習時間：60分

CAFM, Chapter 180

第11回  Chronic Obstructive Pulmonary Disease

予習内容：Chapter 56

予習時間：50分

復習内容：Chapter 126

復習時間：40分

CAFM, Chapter 56

第12回  Dizziness and Vertigo

予習内容：Chapter 28

予習時間：60分

復習内容：Chapter 28

復習時間：60分

Harrison's, Chapter 28
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第12回  Dizziness and Vertigo

予習内容：Chapter 28

予習時間：60分

復習内容：Chapter 28

復習時間：60分

Harrison's, Chapter 28

第13回  Sarcoidosis

予習内容：Chapter 175

予習時間：60分

復習内容：Chapter 175

復習時間：60分

CAFM, Chapter 175

第14回  Acute Leukemia in Adults

予習内容：To be announced

予習時間：60分

復習内容：To be announced

復習時間：60分

Harrison's, Chapter 132

第15回  Vasculitis

予習内容：Chapter 55

予習時間：60分

復習内容：Chapter 55

復習時間：60分

CAFM, Chapter 179

Midterm test

To be announced

第16回  Ankylosing Spondylitis

予習内容：Chapter 145

予習時間：50分

復習内容：Chapter 145

復習時間：40分

CAFM, Chapter 98

第17回  The knee

予習内容：To be announced

予習時間：60分

復習内容：To be announced

復習時間：50分

CAFM, chapter 106

第18回  Subdural Hematoma

予習内容：Chapter 231

予習時間：60分

復習内容：Chapter 231

復習時間：60分

CAFM, Chapter 231

第19回  Alcohol use disorder

予習内容：Chapter 237

予習時間：50分

復習内容：Chapter 237

復習時間：50分

CAFM, Chapter 237

第20回  Parkinson's disease

予習内容：Chapter 449

予習時間：50分

復習内容：Chapter 449

復習時間：40分

Harrison's, chapter 449
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予習内容：Chapter 449

予習時間：50分

復習内容：Chapter 449

復習時間：40分

Harrison's, chapter 449

第21回  Eating disorders

予習内容：Chapter 291

予習時間：50分

復習内容：Chapter 291

復習時間：50分

Tintinalli's, chapter 291

第22回  Suicide risk

予習内容：Chapter 286

予習時間：60分

復習内容：Chapter 286

復習時間：60分

Tintinalli's, Chapter 286

第23回  Metatarsal Fracture

予習内容：CAFM, Chapter 104

予習時間：50分

復習内容：Chapter 104

復習時間：40分

CAFM, Chapter 104

第24回  Pregnancy and Birth

予習内容：Chapter 4

予習時間：50分

復習内容：Chapter 4

復習時間：40分

CAFM, Chapter 4

第25回  Skin Findings in Pregnancy

予習内容：Chapter 74

予習時間：60分

復習内容：Chapter 74

復習時間：50分

CAFM, Chapter 74

第26回  Childhood hemangiomas

予習内容：Chapter 109

予習時間：50分

復習内容：Chapter 109

復習時間：50分

CAFM, Chapter 109

第27回  Congenital Pediatric heart diseases

予習内容：Chapter 126

予習時間：50分

復習内容：Chapter 126

復習時間：50分

Tintinalli's Chapter 126

第28回  Taking a patient history

予習内容：Chapter 1

予習時間：50分

復習内容：Chapter 1

復習時間：40分

Harrison's, Chapter 1

第29回  Physical examination

予習内容：Chapter 2

予習時間：60分

復習内容：Chapter 2

復習時間：60分

Harrison's Chapter 2
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予習内容：Chapter 2

予習時間：60分

復習内容：Chapter 2

復習時間：60分

Harrison's Chapter 2

第30回  Infection control

予習内容：chapter 162

予習時間：60分

復習内容：To be announced

復習時間：60分

Tintinalli's, chapter 162

Final test

To be announced

■ホームページ
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シラバス№： 1811900072

医学英語（4年次）科目名　：

英文名　：

ｴｽﾋﾟﾉｻﾞ・ｶﾙﾃﾞﾛﾝ・ﾎﾙﾍ・ﾙｲｽ担当者　：

医学科開講学科：

通年6単位 開講期： 必修科目必修選択の別：開講年次：単　位　： 4年次

科目区分： 外国語科目

備　考　：

■授業概要・方法等

This course provides students opportunities to to improve their communication skills in the field of medicine,

especially those focused on communications with patients and colleagues

■学習・教育目標及び到達目標

Students will increase their usable vocabulary and will improve their listening and critical thinking skills on various

medical topics. By studying in English similar topics that the ones that are studied in Japanese, through  this course

students will have the opportunity to continue strengthening their knowledges learned.

■成績評価方法および基準

Presentations 20%

Mid-term Exam 30%

Final Exam 50%

■試験・課題に対するフィードバック方法

To be announced

■教科書

[ISBN]9780071769648 『The Color Atlas of Family Medicine, 2e』 (Richard Usatine, McGraw-Hill Medical : 2013)

■参考文献

[ISBN]9780071794763 『Tintinalli's:Emergency Medicine: A Comprehensive Study Guide, 8th edition

  (Judith E. Tintinalli』 (McGraw-Hill Education / Medical : 2014)

■関連科目

Harrisson's: Principles of Internal Medicine. Dennis Kasper et al.

McGraw-Hill, 19th Edition 2014

■授業評価アンケート実施方法

Surveys will be conducted according to the Faculty of Medicine Guidelines

■研究室・メールアドレス

luis1.esp2.cd@outlook.com

■オフィスアワー

By appointment

■授業計画の内容及び時間外学修の内容・時間

第1回  Orientation and Introduction

予習内容：Chapter 7

復習内容：Chapter 7

Chapter 7

第2回  Child Physical Abuse

予習内容：Chapter 257

予習時間：60分

復習内容： Chapter 257

復習時間：50分

Chapter 257
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第3回  Head Trauma

予習内容：To be Announced

予習時間：60分

復習内容：To be Announced

復習時間：40分

Tintinalli's Emergency Medicine

第4回  Intimate Partner Violence

予習内容：Chapter 10 CAFM

予習時間：60分

復習内容：To be Announced

復習時間：50分

To be Announced

第5回  Heavy Metal Poisoning

予習内容：To be Announced

予習時間：60分

復習内容：To be Announced

復習時間：50分

Chapter 472 Harrison's Principles of Internal Medicine

第6回  Infection control

予習内容：Chapter 136

予習時間：60分

復習内容：Chapter 136

復習時間：50分

Tintinalli's Chapter 162

第7回  ACLS overview

予習内容：To be Announced

予習時間：60分

復習内容：To be Announced

復習時間：60分

Advanced Cardiac Life Support

Cardiac Resuscitation

Tintinalli's chapter 24

第8回  ATLS, Overview

予習内容：To be Announced

予習時間：60分

復習内容：To be Announced

復習時間：60分

Trauma in Adults

Tintinalli's chapter 254

第9回  Allergies and Anaphylaxis

予習内容：Chapter 218

予習時間：60分

復習内容：Chapter 218

復習時間：40分

Harrison's Chapter 376

第10回  Principles of Cancer Treatment

予習内容：To be Announced

予習時間：60分

復習内容：To be Announced

復習時間：60分

Harrison's chapter 103

第11回  Prevention and Early Detection of Cancer
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第11回  Prevention and Early Detection of Cancer

予習内容：To be Announced

予習時間：60分

復習内容：To be Announced

復習時間：60分

Harrison's chapter 100

第12回  Breast Cancer

予習内容：Chapter 93

予習時間：60分

復習内容：Chapter 93

復習時間：50分

 CAFM, Chapter 93

第13回  Lung Cancer

予習内容：Chapter 58

予習時間：60分

復習内容：Chapter 58

復習時間：60分

 CAFM, Chapter 58

第14回  Urinary Sediment

予習内容：Chapter 67

予習時間：50分

復習内容：Chapter 67

復習時間：50分

 CAFM, Chapter 67

第15回  Headache

予習内容：Chapter 229

予習時間：50分

復習内容：Chapter 229

復習時間：40分

CAFM, Chapter 229

Mid Term Exam

To be announced

第16回  Inflammatory Bowel Disease

予習内容：Chapter 65

予習時間：60分

復習内容：Chapter 65

復習時間：50分

CAFM, Chapter 65

第17回  Colon Polyps

予習内容：Chapter 63

予習時間：50分

復習内容：Chapter 63

復習時間：50分

CAFM, Chapter 63

第18回  End of Life

予習内容：To be Announced

予習時間：50分

復習内容：To be Announced

復習時間：50分

CAFM, chapter 5

第19回  Pustular Disease of Childhood

予習内容：Chapter 110

予習時間：60分

復習内容：Chapter 110

復習時間：50分

CAFM, Chapter 110
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予習内容：Chapter 110

予習時間：60分

復習内容：Chapter 110

復習時間：50分

CAFM, Chapter 110

第20回  Approch to the Adult Patient with Chest Pain

予習内容：To be Announced

予習時間：60分

復習内容：To be Announced

復習時間：60分

Tintinalli's chapter 48

第21回  Approch to the Adult Patient with Hemoptisis

予習内容：To be Announced

予習時間：60分

復習内容：To be Announced

復習時間：50分

Tintinalli's chapter 63

第22回  Obesity

予習内容：Chapter 224

予習時間：50分

復習内容：Chapter 224

復習時間：50分

CAFM, Chapter 224

第23回  Cutaneous Drug Reactions

予習内容：Chapter 203

予習時間：50分

復習内容：Chapter 203

復習時間：50分

CAFM, Chapter 203

第24回   Fever of Unknown Origin

予習内容：To be Announced

予習時間：60分

復習内容：To be Announced

復習時間：50分

Tintinalli's chapter 26

Approach to the Adult Patient with Fever of Unknown Origin

第25回  Acute Abdominal Pain

予習内容：To be Announced

予習時間：60分

復習内容：To be Announced

復習時間：60分

Tintinalli's, chapter 71

Approch to the Adult with acute abdominal pain

第26回  Hematopoiesis Stem Cells Transplantation, Overview

予習内容：To be Announced

予習時間：60分

復習内容：To be Announced

復習時間：60分

Harrison's chapter 139

第27回  Hydronephrosis

予習内容：Chapter 69

予習時間：50分

復習内容：Chapter 69

復習時間：50分

CAFM, Chapter 69

第28回  Bladder Cancer

予習内容：Chapter 72

予習時間：50分

復習内容：Chapter 72

復習時間：50分

Chapter 72
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第28回  Bladder Cancer

予習内容：Chapter 72

予習時間：50分

復習内容：Chapter 72

復習時間：50分

Chapter 72

第29回  Bacterial Meningitis

予習内容：To be Announced

予習時間：60分

復習内容：To be Announced

復習時間：60分

Harrison's,chapter 164

Approch to the Adult Patient with

第30回  Upper Respiratory Tract Infections

予習内容：Chapter 31

予習時間：50分

復習内容：Chapter 31

復習時間：50分

Tintinalli's, chapter 64

Final Exam

To be announced

■ホームページ
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シラバス№： 1811900076

医学概論科目名　：

英文名　：

髙橋　英夫・赤木　將男担当者　：

医学科開講学科：

前期30時間 開講期： 必修科目必修選択の別：開講年次：単　位　： 1年次

科目区分： 基礎科目

備　考　：

■授業概要・方法等

本科目は授業・演習を中心とした、医学入門コースである。前半9回は「講義シリーズ」、後半6回は学生が基礎医学教室・部門

に配属されて行なう「演習シリーズ」である。「講義シリーズ」の授業内容は、時代の先端を行く臨床および基礎医学教室の教

授が基礎医学と臨床医学の関係、研究における科学的方法論について、自身のポートフォリオをもとに分かりやすく解説し、学

生は講義で与えられた課題について毎回レポートを書いて提出する。「演習シリーズ」においては、学生は小グループに分かれ

て各教室・部門に配属され、研究を視野に入れた各教室・部門独自の課題を与えられ、教員の指導のもと討論を行なう。あるい

は、研究テーマに関連した実験演習・見学を行う。これらの授業・演習において、学生は自ら能動的に学び、考え、表現する態

度を学ぶ。また、プロフェッショナルとしての医師のあり方や医学研究への参画など、将来の医学者としての基盤を得る。毎回

の話題に関心を持ち、その内容を十分に消化して、自分なりの考えをまとめて、レポートを作成することが求められる。授業内

容に関する学生からの質問は、講義前後や講義中に随時受け付ける。

■学習・教育目標及び到達目標

関連ディプロマポリシー

①自ら問題を解決する積極的な態度

②幅広い教養と国際化に対応する英語力

関連教育アウトカム

①課題解決能力と医学研究への連結、医学的知識

②自律的継続的学習能力

③国際化に対応できる教養と英語力

キーワード

①基礎医学と臨床医学のつながり

②科学的方法

③Active learning

④学生の医学研究参画

今後6年間にわたる医学部での学習においては、これまでの受験勉強のような受け身の勉強ではなく、能動的に自ら学んでいく姿

勢が是非とも必要である。医学生として生命科学や医学研究の話題に関心を寄せ、自ら問題点を抽出し、調査研究し結論を得て

ゆく姿勢、得られた結論に対する批判的精神を学ぶ。医学が膨大な医学研究により成り立っていることを知り、医学研究への関

心や興味を抱き、リサーチマインドを涵養するのが本科目の目標である。

■成績評価方法および基準

(講義シリーズ)レポート 50%

(演習シリーズ)各配属教室にてレポートや発表を行い、評価を行う。 50%

■試験・課題に対するフィードバック方法

担当教員にもアンケートを課し、その結果を反映させる。

■教科書

指定しない

■参考文献

随時紹介する。

■関連科目

なし
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■授業評価アンケート実施方法

「講義シリーズ」では毎回の講義毎にアンケートを提出する。

「演習シリーズ」では全ての演習が終了した時に提出する。

■研究室・メールアドレス

■オフィスアワー

講義前後

■授業計画の内容及び時間外学修の内容・時間

(講義シリーズ)

第1回 基礎配属オリエンテーションを含む　(髙橋　英夫)

医学概論の講義案内を行う。演習シリーズにおける基礎系各教室のテーマを紹介し、配属教室を選択する。

第2回 風に立つライオン　(中川 和彦)

若き外科医の物語である「風に立つライオン」を題材にして、医師としての生き方について考える。

第3回 医学研究のあり方　(宮澤 正顯)

全ての医師は研究者マインドを持ち、昨日までの医学的判断に疑問を抱いて、明日にはより良い診断と治療法を患者に提示でき

なければならない。この講義では、人類を疾患の恐怖と苦痛から解放してきた過去の事例に触れつつ、なぜ医学研究が必要か、

良い医学研究とはどのようなものかを考える。

第4回 未知の病気と闘う　(伊木 雅之)

原因不明の疾患が発生し、人々の健康が脅威にさらされたとき、医師はどのように対応してきたか、歴史をひもとき、現代での

対応を考える。

第5回 ちょっと違うタイプの糖尿病：1型糖尿病とは？　(池上 博司)

食べ過ぎ、肥りすぎ、運動不足といった生活習慣とは全く異なる原因で発症する1型糖尿病について学ぶ。

第6回 再生医療と基礎臨床融合研究　(梶 博史)

近年、新しい医療として注目されている再生医療について、その基本的な概念を学習する。また、臨床医にとっての基礎研究の

重要性について、考えるきっかけとする。

第7回 睡眠と体内時計の基礎と臨床　(重吉 康史)

体内時計と睡眠の仕組みについてお話しします。生物は体内時計が生み出す概日リズムを利用して生存しています。一方、睡眠

システムは体内時計の情報を受け取りますが、体内時計から独立したシステムも持っています。

第8回 分子生物学の発展　(西尾 和人)

分子生物学の基礎と歴史について学ぶ。

第9回 脳の科学　(稲瀨 正彦)

脳損傷患者の症状の解析から始まる脳機能研究の歴史と、認知、記憶、行動制御などの高次脳機能の初歩について学ぶ。

(演習シリーズ)

第10-15回

15班(各班8-9人)に分かれて、各班が毎週木曜日90分、6回すべて1教室に固定して配属され、研究を視野に入れた各教室・部門

独自の課題に対して、教員の指導のもと討論を行う。あるいは、研究テーマに関連した実験演習・見学を行う。配属教室：医学

基盤教育部門、解剖学、環境医学・行動科学、ゲノム生物学、公衆衛生学、高度先端総合医療センター再生医療部、再生機能医

学、生化学、生理学、東洋医学研究所、微生物学、病理学、法医学、免疫学、薬理学

予習内容：(講義コース)各授業の内容に関して調べてくる。

(演習コース)各配属研究室で課せられるテーマに関して調べる。

予習時間：15分

復習内容：(講義コース)授業中に興味を持った内容やレポート作成時に不明であった点を調べる。

(演習コース)討論の内容を整理し、不明な部分を調べる。

復習時間：15分

■ホームページ
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シラバス№： 1811900010

医統計学科目名　：

英文名　：

千葉　康敬担当者　：

医学科開講学科：

後期30時間 開講期： 必修科目必修選択の別：開講年次：単　位　： 1年次

科目区分： 基礎科目

備　考　：

■授業概要・方法等

医統計学では、医療分野で役に立つ統計学の勉強をします。医師国家試験にも出題されます。

数学の一分野であるいわゆる数理統計学ではありません。数式は、教科書のサブタイトルにもあるように、ほとんど出てきませ

ん。ただし、数学の論理的思考力は必要ですし、講義を通して鍛えられます。

統計学の知識を植え付けることはしません。データ解析等の技術的な話もしません。

自分の頭で考えないと身につかないため、毎回講義中に演習問題に取り組んでもらいます。宿題も出します。わからないことが

あったら遠慮なく積極的に質問しに来てください。

1回90分の講義時間は、前回の講義の復習（宿題の解答を含む）5～10分程度、講義45～55分程度、演習問題15～25分程度、残

りの時間で演習問題の解答をします。なお、宿題と演習問題については、答えてもらう人をランダムに指名します。わからない

ことがあったら遠慮なく積極的に質問しに来るように言っていますので、「わかりません」という答えは禁止します。

■学習・教育目標及び到達目標

医学関連の情報やデータを客観的にとらえ、その価値を正しく評価する能力を身につける

1. 医療統計学の基本的事項を理解する（教科書の内容を理解する）

　具体的な内容は、「授業計画の項目・内容」を参照してください。

2. 医療統計的思考力を養う

　暗記は不要です。特に丸暗記は実際の場面では何の役にも立ちません。

　（定期試験では、教科書、配布資料等の持ち込みを可とします。）

　大切なことは、医療統計学の考え方をよく理解することです。

3. 理解した内容を実際の場面で使えるようにする

　使えなければ意味がありませんし、面白くもありません。

■成績評価方法および基準

定期試験（実際の医学論文、雑誌や新聞などの記事を通して、講義内容の理解度、応用力を評価する） 80%

レポート（課題を見つけて解決することを通して、医療統計的思考力、プレゼンテーション力を評価する） 20%

■試験・課題に対するフィードバック方法

定期試験終了後に解答（例）を研究室前に掲示します。

■教科書

[ISBN]9784883788897 『「医療統計力」を鍛える!』 (千葉 康敬, 総合医学 : 2015)

■参考文献

[ISBN]9784000074544 『宇宙怪人しまりす医療統計を学ぶ (岩波科学ライブラリー (114))』 (佐藤 俊哉, 岩波書店 : 2005)

[ISBN]9784000295949 『宇宙怪人しまりす 医療統計を学ぶ 検定の巻 (岩波科学ライブラリー)』 (佐藤 俊哉, 岩波書店 :

2012)

■関連科目

数理科学

■授業評価アンケート実施方法

実施規程に準拠して行う。

■研究室・メールアドレス

（新）研究棟9F 臨床研究センター

■オフィスアワー

私が部屋にいる時ならいつでも（火・土・日曜日は不在のことが多いです）。

アポイントをとる必要はありません。遠慮なく積極的に質問しに来てください。

ただし、統計に関する相談等で臨床の先生が来られたときには臨床の先生を優先させてもらいます。
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私が部屋にいる時ならいつでも（火・土・日曜日は不在のことが多いです）。

アポイントをとる必要はありません。遠慮なく積極的に質問しに来てください。

ただし、統計に関する相談等で臨床の先生が来られたときには臨床の先生を優先させてもらいます。

■授業計画の内容及び時間外学修の内容・時間

第1回  医学研究における『コントロール』

予習内容：教科書1章（1～17ページ）を読む。

予習時間：30分

復習内容：宿題をする。

各自の理解度に応じて、教科書を読み直す、講義資料を見直す、演習問題をやり直す等。

復習時間：60分

・コントロールの重要性を理解する

・ランダム化の重要性を理解する

・因果関係が調べられる条件を理解する

第2回  ランダム化研究

予習内容：教科書2章（19～37ページ）を読む。

予習時間：30分

復習内容：宿題をする。

各自の理解度に応じて、教科書を読み直す、講義資料を見直す、演習問題をやり直す等。

復習時間：60分

・ランダム割り付けする人数が少ないときの問題と対処法を理解する

・薬の「成分」の効果を調べるために必要なことを理解する

・内部妥当性と外部妥当性を理解する

第3回  効果の指標

予習内容：教科書3章（39～55ページ）を読む。

予習時間：30分

復習内容：宿題をする。

各自の理解度に応じて、教科書を読み直す、講義資料を見直す、演習問題をやり直す等。

復習時間：60分

・「割合」と「率」の違いを理解する

・リスク差とリスク比を理解する

・効果の指標と関連の指標を理解する

第4回  統計的仮説検定

予習内容：教科書4章（57～78ページ）を読む。

予習時間：30分

復習内容：宿題をする。

各自の理解度に応じて、教科書を読み直す、講義資料を見直す、演習問題をやり直す等。

復習時間：60分

・統計的仮説検定の原理を理解する

・統計的仮説検定の方法を理解する

・統計的仮説検定の特徴を理解する

第5回  信頼区間

予習内容：教科書5章（79～92ページ）を読む。

予習時間：30分

復習内容：宿題をする。

各自の理解度に応じて、教科書を読み直す、講義資料を見直す、演習問題をやり直す等。

復習時間：60分

・信頼区間の意味を理解する

・信頼区間が推定の精度を示す指標であることを理解する

第6回  研究に必要なサンプルサイズ

予習内容：教科書6章（93～110ページ）を読む。

予習時間：30分

復習内容：宿題をする。

各自の理解度に応じて、教科書を読み直す、講義資料を見直す、演習問題をやり直す等。

復習時間：60分

・サンプルサイズ設計の重要性を理解する

・第一種の過誤と第二種の過誤を理解する

・サンプルサイズを設計するために何が必要かを理解する

29



第7回  観察研究デザイン

予習内容：教科書8章（131～146ページ）を読む。

予習時間：30分

復習内容：宿題をする。

各自の理解度に応じて、教科書を読み直す、講義資料を見直す、演習問題をやり直す等。

復習時間：60分

・介入研究と観察研究の違いを理解する

・横断研究と縦断研究の違いを理解する

・観察研究の代表的な研究デザインを理解する

第8回  『オッズ比』という指標

予習内容：教科書9章（147～164ページ）を読む。

予習時間：30分

復習内容：宿題をする。

各自の理解度に応じて、教科書を読み直す、講義資料を見直す、演習問題をやり直す等。

復習時間：60分

・コホート研究とケース・コントロール研究の特徴を理解する

・オッズ比が何かを理解する

・オッズ比を計算する意義を理解する

第9回  交絡の問題

予習内容：教科書10章（165～182ページ）を読む。

予習時間：30分

復習内容：宿題をする。

各自の理解度に応じて、教科書を読み直す、講義資料を見直す、演習問題をやり直す等。

復習時間：60分

・交絡とは何かを理解する

・ある要因が交絡要因であるための条件を理解する

・交絡要因を特定するための方法を理解する

第10回  相関関係と回帰分析

予習内容：教科書11章（183～199ページ）を読む。

予習時間：30分

復習内容：宿題をする。

各自の理解度に応じて、教科書を読み直す、講義資料を見直す、演習問題をやり直す等。

復習時間：60分

・統計学の中での相関関係を理解する

・相関係数を理解する

・回帰分析の基本的な考え方を理解する

第11回  回帰分析による交絡の調整

予習内容：教科書12章（201～222ページ）を読む。

予習時間：30分

復習内容：宿題をする。

各自の理解度に応じて、教科書を読み直す、講義資料を見直す、演習問題をやり直す等。

復習時間：60分

・リスク差、リスク比、オッズ比のための回帰モデルを理解する

・回帰分析で交絡を調整する方法を理解する

・ダミー変数を理解する

第12回  スクリーニング検査の評価

予習内容：教科書13章（223～241ページ）を読む。

予習時間：30分

復習内容：宿題をする。

各自の理解度に応じて、教科書を読み直す、講義資料を見直す、演習問題をやり直す等。

復習時間：60分

・スクリーニング検査の評価指標を理解する

・陽性的中度の計算方法を理解する

・ROC曲線によるスクリーニング検査の評価法を理解する

第13回  生存時間データの解析

予習内容：教科書14章（243～261ページ）を読む。

予習時間：30分

復習内容：宿題をする。

各自の理解度に応じて、教科書を読み直す、講義資料を見直す、演習問題をやり直す等。

復習時間：60分

・生存時間解析の基本的な考え方をマスターする

・生存曲線の見方・描き方を理解する

・生存曲線の特徴を理解する

30



第13回  生存時間データの解析

予習内容：教科書14章（243～261ページ）を読む。

予習時間：30分

復習内容：宿題をする。

各自の理解度に応じて、教科書を読み直す、講義資料を見直す、演習問題をやり直す等。

復習時間：60分

・生存時間解析の基本的な考え方をマスターする

・生存曲線の見方・描き方を理解する

・生存曲線の特徴を理解する

第14回  『ハザード比』という指標

予習内容：教科書15章（263～281ページ）を読む。

予習時間：30分

復習内容：宿題をする。

各自の理解度に応じて、教科書を読み直す、講義資料を見直す、演習問題をやり直す等。

復習時間：60分

・生存曲線の比較の考え方を理解する

・ハザード比を理解する

・生存時間解析における交絡調整法を理解する

第15回  総括講義

予習内容：教科書1～15章（1～281ページ）を読む。

予習時間：300分

復習内容：各自の理解度に応じて、教科書を読み直す、講義資料を見直す、演習問題をやり直す、過去の試験問題をやり直す

等。

復習時間：600分

昨年度の期末試験問題を通して、これまでの講義の理解度を確認する。

定期試験

試験範囲は、教科書1～15章（1～281ページ）及び講義でやったすべてです。

■ホームページ
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シラバス№： 1811900009

医物理学科目名　：

英文名　：

稲瀨　正彦・生塩　研一・森内　博正・森　弘之・山崎　篤志・秋山　英三・

高瀬　浩一

担当者　：

医学科開講学科：

前期60時間 開講期： 必修科目必修選択の別：開講年次：単　位　： 1年次

科目区分： 基礎科目

備　考　：

■授業概要・方法等

本科目では自然科学全般を学ぶ上で基礎となる物理学の思考方法を修得する。物理は公式を暗記して計算問題を解くものと解釈

されているケースも少なくない。しかし，物理的な考え方は観察・推論・実験からなる科学的方法の中でも最も基本的なもので

あり，幅広い学問分野に影響を与えている。汎用性の高い物理的思考法を身につけることは医学生においても有意義である。医

学の診断や治療にも物理現象を応用した機器が多用されており，その原理を学ぶことで機器の適正かつ有効な利用法を身につけ

る。講義では数式の使用を極力控えた形で進められるので，現象の把握とその理解に重点を置くようにして臨むこと。また，物

理学研究の最前線を開拓しておられる他大学の先生から各回読み切りのオムニバス形式で物理の基本的な内容から最新のテーマ

まで話題を学ぶ。演習では表計算ソフトの使用方法の習得も兼ねて，データ処理や簡単な計算を通して物理現象の理解を深め

る。実習では実際の物理現象に触れ，データ取得やデータ解析を通して物理的な考え方を実践的な形で修得する。グループで協

力して作業を進めるので，積極性・自主性を持って参加すること。なお，シラバスに挙げた参考書や各回で紹介される文献で自

己学習にも努めることが期待される。

■学習・教育目標及び到達目標

関連ディプロマポリシー

１. 自律的学習能力：積極的に課題に取り組み，さらに自ら問題点を見いだし解決する姿勢を身につけること

関連教育アウトカム

１. 自律的継続的学習能力

２．課題解決能力

キーワード

物理学，非線形科学，量子力学，放射線医学，表計算ソフト

一般目標

１. 物理的な考え方を修得する。

２. 医療機器に応用されている物理現象を理解する。

３. データの集取・処理・可視化能力を高める。

行動目標

１. 古典的な物理学の基本的な内容を説明できる。

２. 非線形科学の考え方について例を挙げながら説明できる。

３. 量子力学の考え方について例を挙げながら説明できる。

４．fMRIなどの医療機器についてその原理を説明できる。

５. 表計算ソフトを使いこなし，データの整理・計算・可視化ができる。

６. グループで協力して実験が進められる。

■成績評価方法および基準

授業における学習に取り組む姿勢，意欲，貢献度 50%

各回の課題レポート（理解度，習熟度を評価する。加えて確認テストを行う場合がある。） 50%

■試験・課題に対するフィードバック方法

各回のレポート課題は，翌回に解説するとともに模範解答を示す。希望者にはレポート（写し）を返却する。

■教科書

適宜，プリント配布や参考書を紹介する。
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■参考文献

[ISBN]4808220725 『医歯系の物理学 <第2版>』 (赤野 松太郎, 東京教学社 : 2015)

■関連科目

科学的思考演習，放射線診断

■授業評価アンケート実施方法

実施規程に準拠して行う。

■研究室・メールアドレス

基礎医学部門研究室（進学棟２階）・kisoken@edu.med.kindai.ac.jp

■オフィスアワー

月・金　16:30～18:00

■授業計画の内容及び時間外学修の内容・時間

第1回  物理学入門

予習内容：高校の教科書に記載されている内容について幅広く目を通しておくこと。

予習時間：60分

復習内容：式を暗記や計算までは必要ないので，授業で解説された内容で現象や物理的な考えを中心に復習すること。

復習時間：60分

物理学の基礎的な事項について，高校で履修する物理を中心に概説する。少し発展した内容についても触れる。

第2回  電磁気学の概要

予習内容：電磁気学で特に医学で使われる装置と関連のある現象について予習すること。

予習時間：60分

復習内容：講義で解説された現象や医学で使われる装置への応用例について復習すること。

復習時間：60分

電磁気学の現象は医学で使われる装置に応用されているものが多い。電磁気学の基本的な物理量や現象について学習する。ま

た，第３回には電磁気学の実習を行うので，その実習内容についても把握する。

第3回  微分回路の特性計測実習

予習内容：電流の直流・交流，電場・磁場，オームの法則，RC回路，微分回路，積分回路，オシロスコープについて予習するこ

と。

予習時間：60分

復習内容：実習で得られたデータの解釈，及び，それらの脳波計や筋電図との関係について考察すること。

復習時間：60分

脳波計などに利用されている微分回路の時定数，位相差・振幅比の駆動周波数依存性を調べる。電気機器が発する電磁波・電

場・磁場強度の計測も行う。

第4回  表計算の基礎

予習内容：表計算ソフト（Excelなど）を試しに使っておく。表計算ソフトやパソコン自体を持っていない場合は，使用法につい

て予習しておく。

予習時間：60分

復習内容：実習で行った操作法をもう一度確認しておく。また，それ以外の操作も試みること。

復習時間：60分

物理学は数学的表現と親和性が高く，物理現象の理解に数式やシミュレーションが欠かせない。この回ではまず表計算ソフトの

基本的な使用法を習得する。

第5回  量子力学の概説

予習内容：光の粒子性・波動性，不確定性原理，シュレーディンガーの猫，観測問題，量子暗号について予習すること。

予習時間：60分

復習内容：授業で紹介された量子力学のいろいろな現象について整理しておくこと。

復習時間：60分

量子力学は，それがなければ現代の生活のほとんどが成り立たないほど重要な物理学の分野であるにもかかわらず，直感的な理

解の困難さから難解な分野とされる。量子力学に関わるいろいろな現象を通して，量子力学の世界観を学習する。

第6回  現代物理学とその医学への応用～MRI（核磁気共鳴画像法）を例として～

予習内容：半導体，原子物理学，核磁気共鳴画像法をキーワードとして予習すること。

予習時間：60分

復習内容：核磁気共鳴画像法の原理，それからT1強調画像とT2強調画像の違いなどを復習すること。

復習時間：60分

古典物理学から原子物理学・量子力学の確立までの流れを概観し，MRIを例に，物理学の医学への応用について学習する。
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予習内容：半導体，原子物理学，核磁気共鳴画像法をキーワードとして予習すること。

予習時間：60分

復習内容：核磁気共鳴画像法の原理，それからT1強調画像とT2強調画像の違いなどを復習すること。

復習時間：60分

古典物理学から原子物理学・量子力学の確立までの流れを概観し，MRIを例に，物理学の医学への応用について学習する。

第7回  ナノテクノロジーと医療

予習内容：半導体，ナノテクノロジー，ドラッグデリバリーシステム，ハイパーサーミア，表面プラズモンについて予習するこ

と。

予習時間：60分

復習内容：ドラッグデリバリーシステムやハイパーサーミアなど，医療に応用されるナノテクノロジーについて整理すること。

復習時間：60分

現代の最先端医療には，物理学がその原理となる様々な医療機器や分析装置が用いられている。この講義では，その幾つかを物

理の原理に基づいて学習する。

第8回  エントロピーと量子力学

予習内容：フェルミ粒子・ボーズ粒子，超伝導・超流動，エントロピー，温度の定義，永久機関について予習すること。

予習時間：60分

復習内容：授業で学んだ内容を咀嚼し，量子力学の不思議な世界観やエントロピーという物理量についての理解を深めておく。

復習時間：60分

物理学の重要な概念であるエントロピーと量子力学について概観する。講義の前半では世の中のマクロな流れを決めるエントロ

ピー増大則について学習し，後半ではミクロな世界を支配する量子力学の驚くべき性質を学習する。

第9回  進化とそのダイナミクス～互恵性の進化の考察

予習内容：進化論，ゲーム理論，非線形科学，シミュレーション物理学について予習をすること。

予習時間：60分

復習内容：いろいろな分野に応用されるゲーム理論について考察を広げ，また，授業で紹介されるシミュレーションを実際に試

してみること。

復習時間：60分

進化ゲームと進化ダイナミクスの基礎を概観し，その応用について，互恵性の進化の話題を中心に考察する。

第10回  身の回りにあふれる非線形現象

予習内容：非線形現象，カオス，フラクタル，分岐現象などをキーワードとして予習すること。

予習時間：60分

復習内容：講義で紹介されたカオスやフラクタルの具体例や医学への応用例について復習すること。

復習時間：60分

決定論的な規則に従いながらも複雑な振る舞いを示すカオスや分岐現象といった非線形現象について，具体的な現象や計算機シ

ミュレーションを挙げながら学ぶ。

第11回  音波・放射線・力学の概説

予習内容：波の性質（縦波，横波，反射，干渉，回折），α崩壊・β崩壊・γ崩壊，ニュートンの運動法則，自由落下運動，振り

子運動について予習すること。

予習時間：60分

復習内容：授業で解説された音波・放射線・力学の内容で，特に第12回・第14回・第15回で行う実習内容の把握に努めるこ

と。

復習時間：60分

第12回（音波）・第14回（放射線）・第15回（力学）で行う実習内容を中心に，それぞれの分野の基礎的な事項を学習する。

第12回  音波計測実習

予習内容：マイクやスピーカーの原理，気体や固体での音速，定在波と共鳴現象について予習すること。

予習時間：60分

復習内容：実習で得られた実験データの解釈に努め，また，超音波エコーの仕組みについても考えてみること。

復習時間：60分

開口端反射により空気中の音速を計測する。共鳴体を用いて共鳴周波数の共鳴対体積依存性などを調べる。

第13回  データの可視化

予習内容：第4回で扱った表計算ソフトをもう一度使って思い出しておく。また，簡単なデータを作って，それをいくつかのグラ

フにしてみること。

予習時間：60分

復習内容：授業で試したグラフをもう一度作ってみる。また，他のグラフについても作成を試みること。

復習時間：60分

実験で得られたデータをグラフで可視化する手法を物理的なデータを使いながら実践する。簡単な力学モデルによる系の時間発

展の様子も簡単なシミュレーションで調べてみる。

第14回  放射線の医学的利用，放射線計測実習

予習内容：γ崩壊，γ線の性質，原発事故と放射線被害について予習すること。

予習時間：30分

復習内容：習で得られた実験データから，線源による放射線量の違い，線源からの距離や遮蔽材の厚さによる放射線量の変化に

ついて整理しておくこと。

復習時間：30分

ガンマ線源を用いて，放射線量の距離・遮蔽材の材質・遮蔽材の厚さに対する依存性を調べる。
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予習内容：γ崩壊，γ線の性質，原発事故と放射線被害について予習すること。

予習時間：30分

復習内容：習で得られた実験データから，線源による放射線量の違い，線源からの距離や遮蔽材の厚さによる放射線量の変化に

ついて整理しておくこと。

復習時間：30分

ガンマ線源を用いて，放射線量の距離・遮蔽材の材質・遮蔽材の厚さに対する依存性を調べる。

第15回  物体の運動，重力加速度計測実習

予習内容：自由落下運動と振り子運動について見直しておくこと。また，第10回で解説した実習内容を把握しておくこと。

予習時間：30分

復習内容：復習内容：実習で得られた実験データについて解釈し，また，この科目全体を通して学んだ物理学的な視点について

整理しておくこと。

復習時間：30分

力学で重要な定数である重力加速度をボルダ振子振動周期の精密計測から算出する。

■ホームページ

近畿大学医学部　基礎医学部門研究室　http://www.med.kindai.ac.jp/kiso/
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シラバス№： 1811900008

医用化学科目名　：

英文名　：

梶　博史・岡田　清孝・松村　治雄担当者　：

医学科開講学科：

前期60時間 開講期： 必修科目必修選択の別：開講年次：単　位　： 1年次

科目区分： 基礎科目

備　考　：

■授業概要・方法等

　自然界にある物質は、基本的に分子あるいは原子により構成されている。医学の分野で扱う人体や微生物も例外ではない。化

学は、分子や原子の構造と性質、およびその変化を扱う学問であるが、研究対象により物理化学、無機化学、有機化学などに分

けられる。生物を構成する物質やそれらの生体内での変化(代謝)を研究する生化学や遺伝子の作用を扱う分子生物学なども分子

を研究対象にしており、広い意味では化学の一分野である。医用化学では、生化学をはじめとする基礎医学や様々な臨床医学を

学ぶために必要な化学の基礎を学ぶ。

　大半の学生は、高校で化学を勉強し入試科目として選択している。医用化学では、それらをふまえながら受験目的の知識を主

とした化学とは異なり、化学を論理的に理解し、そこから物事の現象について化学的な考え方ができるようになることを目指

す。講義は、学生が受け身ではなく、自ら参加し、学びことを主体にした学生参加型のアクティブ・ラーニング形式で行う。そ

れぞれのテーマに対して、まず考え、そこから発生した疑問点を学生同士で討論し、場合によっては発表会などを取り入れ、そ

の疑問を学生自ら解決するような講義形態で行う。前半は、電子の軌道や原子・分子、さらには物質の結合様式、反応性などの

無機化学の範囲を医学的なベースで学び、４項目の化学実習をはさんで、後半は医療高分子化学さらには生体を構成する有機化

合物の構造や反応性を扱う有機化学の範囲を学ぶ。このコースを通して、これから医学を学んでいくうえで「自ら学ぶ」という

基本的な体制を築き、将来医師として医学に携わる上で重要な化学的な知識やその考え方を学ぶ。

　講義・実習の注意点は、以下のようである。

1. 講義は、主として指定教科書に準じパワーポイントスライドを用いて行う。併せて講義内容を要約した資料　を配布する。資

料は、あくまでも講義の参考資料であり、講義内容を網羅するものではないことを留意す　　る。講義を聴講することにより、

学習のポイントを把握し、ノートをとることを推奨する。また、講義内容　には、一部教科書に含まれない化学に関わる最新ト

ピックスや基礎医学、臨床医学分野の内容を含むため、　配布資料や後の復習で確認することをすすめる。一部の講義では、課

題に対して討論会や発表会を行う。

2. 実習は、事前の実習講義で配布する実習書に従い、４項目を４週間にわたり４分割して行う。また、出席と　レポート提出

は、必須とする。実習終了後、各実習の結果の解析と考察について発表会を行う。

3. 本試験で合格点を得るのに必要な学習のためのには、簡易な参考書や配布資料、過去問題のみの学習では不　十分である。理

論的に理解するためには、講義と併行して十分教科書を読んで復習し、学習する必要があ　　る。

4. 小テストは、講義の習得度を評価するための形式試験であり、講義を聴講することにより習得できる範囲の　選択式試験とす

る。

■学習・教育目標及び到達目標

関連ディプロマポリシー

　①自ら問題を解決する積極的な態度（DP2）

　②医学知識と技能の習得（DP1）

関連教育アウトカム

　①自律的継続的学習能力

　②医学的知識

キーワード

　医化学、無機化学、有機化学、高分子化学、環境化学

一般目標（GIOs）

 1. 医学における化学の重要性を理解する。

 2. 無機化学の基本を理解する。

 3. 化学実験の基本を理解する。

 4. 環境化学の基本を理解する。

 5. 高分子化学の医療応用を理解する。

 6. 有機化学の基本を理解する。

 7. 生体有機化学物質の構造機能相関を化学的に理解する。

行動目標（SBOs）

 1-1. 生体における各元素の役割について説明できる。

 2-1. 電子軌道について説明できる。

 2-2. 原子・元素・分子について説明できる。

 2-3. 生体物質の分子間力の役割について説明できる。

 2-4. 生体物質の配位結合とその機能について説明できる。

 2-5. 水の特性について説明できる。

 2-6. 体液の構成と機能について説明できる。

 2-7. 酸・塩基の基本について説明できる。

 2-8. 体液の緩衝能について説明できる。

 2-9. 生体における酸化・還元について説明できる。

 2-10. 化学反応の反応速度とエネルギーについて説明できる。

 3-1. 化学実験の基本について説明できる。

 3-2. 化学実験における安全対策について説明できる。

 3-3. 水溶液の緩衝能について説明できる。

 3-4. 水溶性ビタミンの定量・定性反応について説明できる。

 4-1. 化学物質が関係する環境問題について説明できる。

 4-2. 放射線の医療応用と生体への影響について説明できる。

 5-1. 高分子ポリマーの構造の基本について説明できる。

 5-2. 合成高分子物質の医療応用について説明できる。

 6-1. 有機化合物の表記法と命名法について説明できる。

 6-2. 生体内の有機化合物の種類と構造について説明できる。

 6-3. 生体分子における異性体について説明できる。

 6-4. 生体内における有機反応について説明できる。

 7-1. 脂質の種類と構造について説明できる。

 7-2. 生体内における脂質の機能について説明できる。

 7-3. 細胞膜の化学的構造と機能について説明できる。

 7-4. アミノ酸の種類と構造について説明できる。

 7-5. アミノ酸誘導体の構造と機能について説明できる。

 7-6. タンパク質の構造について説明できる。

 7-7. 核酸の構造と機能について説明できる。

 7-8. 糖質の種類と構造について説明できる。

 7-9. 多糖類の構造と機能について説明できる。

 7-10. 生体内における糖代謝の化学的見方について説明できる。
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関連ディプロマポリシー

　①自ら問題を解決する積極的な態度（DP2）

　②医学知識と技能の習得（DP1）

関連教育アウトカム

　①自律的継続的学習能力

　②医学的知識

キーワード

　医化学、無機化学、有機化学、高分子化学、環境化学

一般目標（GIOs）

 1. 医学における化学の重要性を理解する。

 2. 無機化学の基本を理解する。

 3. 化学実験の基本を理解する。

 4. 環境化学の基本を理解する。

 5. 高分子化学の医療応用を理解する。

 6. 有機化学の基本を理解する。

 7. 生体有機化学物質の構造機能相関を化学的に理解する。

行動目標（SBOs）

 1-1. 生体における各元素の役割について説明できる。

 2-1. 電子軌道について説明できる。

 2-2. 原子・元素・分子について説明できる。

 2-3. 生体物質の分子間力の役割について説明できる。

 2-4. 生体物質の配位結合とその機能について説明できる。

 2-5. 水の特性について説明できる。

 2-6. 体液の構成と機能について説明できる。

 2-7. 酸・塩基の基本について説明できる。

 2-8. 体液の緩衝能について説明できる。

 2-9. 生体における酸化・還元について説明できる。

 2-10. 化学反応の反応速度とエネルギーについて説明できる。

 3-1. 化学実験の基本について説明できる。

 3-2. 化学実験における安全対策について説明できる。

 3-3. 水溶液の緩衝能について説明できる。

 3-4. 水溶性ビタミンの定量・定性反応について説明できる。

 4-1. 化学物質が関係する環境問題について説明できる。

 4-2. 放射線の医療応用と生体への影響について説明できる。

 5-1. 高分子ポリマーの構造の基本について説明できる。

 5-2. 合成高分子物質の医療応用について説明できる。

 6-1. 有機化合物の表記法と命名法について説明できる。

 6-2. 生体内の有機化合物の種類と構造について説明できる。

 6-3. 生体分子における異性体について説明できる。

 6-4. 生体内における有機反応について説明できる。

 7-1. 脂質の種類と構造について説明できる。

 7-2. 生体内における脂質の機能について説明できる。

 7-3. 細胞膜の化学的構造と機能について説明できる。

 7-4. アミノ酸の種類と構造について説明できる。

 7-5. アミノ酸誘導体の構造と機能について説明できる。

 7-6. タンパク質の構造について説明できる。

 7-7. 核酸の構造と機能について説明できる。

 7-8. 糖質の種類と構造について説明できる。

 7-9. 多糖類の構造と機能について説明できる。

 7-10. 生体内における糖代謝の化学的見方について説明できる。

■成績評価方法および基準

定期試験（記述式問題は全体の８割程度） 80%

小テスト（２回の選択式問題） 10%

実習レポート（４項目） 5%

課題レポート 5%

■試験・課題に対するフィードバック方法

定期試験は期間終了後に要点と解説を補講する。

小テストは模範答案を掲示板に配布する。小テスト１終了後に前半の要点について補講する。

実習レポートは実習終了後の実習講義で解説する。

課題レポートは次の講義で解説する。

■教科書

メディカル化学、斉藤勝裕他著、裳華房、 [ISBN]9784785330910、2015

■参考文献

化学　基本の考え方を学ぶ（上、下）、村田滋訳、東京化学同人、[ISBN]9784807907397、[ISBN]9784807907403 2010

生命科学系のための物理化学、稲葉章、中川敦史訳、東京化学同人、[ISBN]9784807908387、2011

[ISBN]9784274210006 高分子化学、西久保忠臣著、オーム社、2011

バイオマテリアルサイエンス、石原一彦他著、東京化学同人、[ISBN]9784807905775、2013

■関連科目

生化学、分子生物学、生命科学、生理学、薬理学
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■授業評価アンケート実施方法

医学部実施規定に準拠して行う。

科目独自の記名および無記名アンケートをそれぞれ１回と３回実施する。

■研究室・メールアドレス

基礎医学部門研究室

■オフィスアワー

金曜日　16:30-18:00

■授業計画の内容及び時間外学修の内容・時間

第1回  イントロダクション

予習内容：教科書の全体的内容を理解し、医用化学の重要ポイントを抜き出すこと。

予習時間：60分

復習内容：講義ノートを読み返し、到達目標の達成状況を確認する。

導入試験の問題について復習する。

復習時間：120分

　医学における化学の重要性と化学的な考え方、導入試験（化学の基本的知識の確認）（アンケート１）

第2回  無機化学１

予習内容：教科書の1-3章を読み、分からない語句や理解の困難な箇所を抜き出すこと

予習時間：60分

復習内容：講義ノートを読み返し、到達目標の達成状況を確認する。

復習時間：90分

　原子の構造と電子軌道、分子の結合様式と混成軌道、分子間力（課題レポート）

第3回  無機化学２

予習内容：課題レポートを作製する。教科書の4,7章を読み、分からない語句や理解の困難な箇所を抜き出すこと。

予習時間：180分

復習内容：講義ノートを読み返し、到達目標の達成状況を確認する。

復習時間：90分

　生体における元素の役割（グループ討論と発表）、配位結合、化学反応と速度

第4回  無機化学３

予習内容：教科書の5,6章を読み、分からない語句や理解の困難な箇所を抜き出すこと。

予習時間：60分

復習内容：講義ノートを読み返し、到達目標の達成状況を確認する。

復習時間：90分

　水の特性と体液、酸・塩基と体液の酸塩基平衡、酸化・還元と生体反応

第5回  実習講義１

予習内容：無機化学の範囲の小テストに対する勉強を行う。実習書を読み、分からない語句や理解の困難な箇所を抜き出すこと

予習時間：360分

復習内容：実習ノートを読み返し、到達目標の達成状況を確認する。

復習時間：60分

　化学実習の基本と安全対策、実習内容（小テスト１、アンケート２）

第6回  実習１

予習内容：実習書の該当実習項目のページを読み、実習手順を書き出して理解すること。

予習時間：90分

復習内容：実習レポートを作製し、到達目標の達成状況を確認する。

復習時間：360分

1. 水溶性ビタミンの定量と定性実験（A/Bクラス前半）

2. 基本的化学実験操作法、緩衝液の調整法、pHの測定法（A/Bクラス後半）

第7回  実習２

予習内容：実習書の該当実習項目のとこるを読み、実習手順を書き出して理解すること。

予習時間：90分

復習内容：実習レポートを作製し、到達目標の達成状況を確認する。

復習時間：360分

1. 水溶性ビタミンの化学実験（A/Bクラス後半）

2. 基本的化学実験操作法、緩衝液の調整法、pHの測定法（A/Bクラス前半）
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第8回  実習３

予習内容：実習書の該当実習項目のとこるを読み、実習手順を書き出して理解すること。

予習時間：90分

復習内容：実習レポートを作製し、到達目標の達成状況を確認する。

復習時間：360分

3. 医療用高分子ポリマーの合成実験（A/Bクラス前半）

4. 体液性コロイドの化学実験（A/Bクラス後半）

第9回  実習４

予習内容：実習書の該当実習項目のとこるを読み、実習手順を書き出して理解すること。

予習時間：90分

復習内容：実習レポートを作製し、到達目標の達成状況を確認する。

復習時間：360分

3. 医療用高分子ポリマーの合成実験（A/Bクラス後半）

4. 体液性コロイドの化学実験（A/Bクラス前半）

第10回  環境と化学

予習内容：教科書の15章を読み、分からない語句や理解の困難な箇所を抜き出すこと

予習時間：60分

復習内容：講義ノートを読み返し、到達目標の達成状況を確認する。

復習時間：90分

　地球環境と大気汚染、放射線の医療応用と生体への影響

第11回  実習講義２

予習内容：実習結果の解析と考察についての発表原稿を作成する。参考書の高分子化学の項目を読み、分からない語句や理解の

困難な箇所を抜き出すこと。

予習時間：360分

復習内容：講義ノートを読み返し、到達目標の達成状況を確認する。

復習時間：90分

　実習結果の解析と考察（発表・討論）（アンケート３）、実習項目の解説、高分子化学：合成高分子化合物の医療応用

第12回  有機化学１

予習内容：教科書の8-10章を読み、分からない語句や理解の困難な箇所を抜き出すこと。

予習時間：60分

復習内容：講講義ノートを読み返し、到達目標の達成状況を確認する。

復習時間：90分

　有機化合物の構造と種類および異性体、有機化学反応（課題レポート）

第13回  有機化学２

予習内容：課題レポートを作成する。教科書の11章を読み、分からない語句や理解の困難な箇所を抜き出すこと。

予習時間：180分

復習内容：講義ノートを読み返し、到達目標の達成状況を確認する。

復習時間：90分

脂質：生体における脂質の構造と機能、脂質と細胞膜（課題について発表・討論）

第14回  有機化学３

予習内容：教科書の13章を読み、分からない語句や理解の困難な箇所を抜き出すこと

予習時間：60分

復習内容：講義ノートを読み返し、到達目標の達成状況を確認する。

復習時間：90分

　タンパク質：アミノ酸の基本構造と反応性、タンパク質の構造と機能

第15回  有機化学４

予習内容：実習と有機化学の範囲の小テストに対する勉強を行う。教科書の12章を読み、分からない語句や理解の困難な箇所を

抜き出すこと

予習時間：360分

復習内容：講義ノートを読み返し、到達目標の達成状況を確認する。

復習時間：90分

糖質：糖質の基本構造と反応性、多糖類の構造と性質（小テスト２）（アンケート４）

定期試験

講義、実習内容全体から出題する。全体の約８割が記述式問題。
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■ホームページ

基礎医学部門研究室　http://www.med.kindai.ac.jp/kiso/
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シラバス№： 1811900055

医療イノベーション学科目名　：

英文名　：

松村　到担当者　：

医学科開講学科：

前期2単位 開講期： 必修科目必修選択の別：開講年次：単　位　： 1年次

科目区分： 共通教養科目

備　考　：

■授業概要・方法等

本科目は、主に大学内外の講師による、持ち回りの講義・演習を中心とした医療イノベーション学のコースである。毎回講義を

受け、その講義内容についてレポートをまとめることを、基本として進める。講義内容は、医学周辺分野でのイノベーションを

軸に産学連携のトピックスから情報の分析方法まで、多岐にわたる。単に講義を聴くという場だけではなく、学生が能動的に考

え、それを表現し、また学生同士が討論する場を設ける。

授業内容に関する学生からの質問は、講義前後や講義中に随時受け付ける。

■学習・教育目標及び到達目標

これから6年間にわたる医学部での学習を経て医師となった後も、社会の環境変化に対応しながら自己形成ができる人間を目指

す。医学分野の内外で起こるイノベーションに関心を寄せ、自ら問題点を見つけ、調べ、考え、何らかの解を見つけていき、本

科目を通して、情報を収集、分析し、形にしていく力を身につけていくことが目標である。毎回の話題に関心を持ち、その内容

をよく消化して、自分なりのレポートを作成することが求められる。

■成績評価方法および基準

授業中の課題に対する取り組み姿勢、討論への参加と貢献度、積極性 50%

課題レポート（授業で学んだ内容の理解度、思考・推論・創造する力を評価する） 50%

■試験・課題に対するフィードバック方法

課題レポートおよび講義におけるディスカッションを受けて、各回の講師より 受講生に対して

講義内容についての補足や新たに伝えたいことを配信する。

■教科書

指定しない

■参考文献

随時紹介する

■関連科目

なし

■授業評価アンケート実施方法

実施規定に基づいて実施する。

■研究室・メールアドレス

■オフィスアワー

授業の前後

■授業計画の内容及び時間外学修の内容・時間

第1回  近畿大学の教育研究について

【近畿大学教授　塩﨑均】

14学部49学科を有する近畿大学の全学的な教育・研究に関する取り組みや医師としての心得について学ぶ

第2回  非小細胞肺癌における研究開発～VEGFR-2阻害剤 (ラムシルマブ)を中心に

【日本イーライリリー株式会社研究開発本部オンコロジー領域医学部長　江夏総太郎・朴将哲】

肺癌は、全世界のがん死亡のトップであり、薬剤の研究開発が望まれている分野である。血管新生阻害薬であるラムシルマブ

は、VEGF 受容体 2に特異的に結合することにより血管新生を阻害する。本講演では、このラムシルマブ開発の経緯と、承認の

もととなった試験の有効性および安全性を解説し、薬剤開発の流れと今後の展望を含めて講演をしたい。

第3回  今だから言える！　僻地医療からシリコンバレーへの挑戦！

【Fumiaki Ikeno  M.D.　Program Director (U.S.) Japan Biodesign Stanford Biodesign　Medical Director/Research

Associate Experimental Interventional　Laboratory　Division of Cardiology

Stanford University】

デザイン思考を用い革新的な医療機器を生み出し続けるシリコンバレーの発想法がある。

シリコンバレーは、世界の医療機器の半分以上がここで生まれると言われている程の医療機器創生先進地域であり、 その中心に

位置し、人財を提供しているのが、Stanford Universityである。本講演では、演者が、日本において9年間の僻地医療を含む地

域医療の末に、シリコンバレーに渡り、Stanford Universityにおいて、サバイバルしている経緯、経験を説明し、そして、医療

機器の起業家精神育成講座で教えている発想法/開発 手法である「デザイン思考」について、又これに基づく標準化プログラム

として各国に展開されつつあるBio Designについて講義をする。
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第3回  今だから言える！　僻地医療からシリコンバレーへの挑戦！

【Fumiaki Ikeno  M.D.　Program Director (U.S.) Japan Biodesign Stanford Biodesign　Medical Director/Research

Associate Experimental Interventional　Laboratory　Division of Cardiology

Stanford University】

デザイン思考を用い革新的な医療機器を生み出し続けるシリコンバレーの発想法がある。

シリコンバレーは、世界の医療機器の半分以上がここで生まれると言われている程の医療機器創生先進地域であり、 その中心に

位置し、人財を提供しているのが、Stanford Universityである。本講演では、演者が、日本において9年間の僻地医療を含む地

域医療の末に、シリコンバレーに渡り、Stanford Universityにおいて、サバイバルしている経緯、経験を説明し、そして、医療

機器の起業家精神育成講座で教えている発想法/開発 手法である「デザイン思考」について、又これに基づく標準化プログラム

として各国に展開されつつあるBio Designについて講義をする。

第4回  革新的バイオエネルギー開発の視点と工学的応用

【近畿大学バイオコークス研究所所長　井田民男】

世界総人口が100億人に迫る中、１次エネルギーの争奪が増している。一方、地球温暖化に関する抑止技術開発は遅延し、回復

はおろか進行状態にある。ここでは、産業分野における化石資源：石炭/石炭コークスの代替あるいはそれをも超える技術の開発

視点と工学応用を講義する。

第5回  将来の医療データとＡＩ活用の展望

【日本アイ・ビー・エム株式会社研究開発成長戦略ヘルスケア担当　西野均】

日本において、医療データの利活用とAI技術による医療の効率化と品質の向上の構想が議論されています。米国では、アメリカ

合衆国保健福祉省を中心に医療データの利活用はす でに進められています。本講義ではIBMの戦略をベースに米国で始まってい

る医療データと AIの利活用の展望について検討します。

第6回  医療における”イノベーションのジレンマ”をネット診察は乗り越えられるか？

【ネクストイノベーション株式会社代表取締役　石井健一】

2015年の通知によって、我が国におけるネット診察の門戸は実質開かれた。

入院・外来、そして在宅医療と医療を提供する「場所」に広がりが見られる中ネット診察はそのテクノロジーにおいて医療と患

者の新しい関係性を築くことができるのであろうか。

第7回  医療領域におけるＩＣＴ技術の先進的な取り組み

【富士通株式会社第二ヘルスケアソリューション事業本部第三ソリューション事業部第一ソリューション開発部シニアマネー

ジャ　渡邉正宏】

診療データのデジタル化が進み、保管から本格的な利活用のフェーズに入ってきたヘルスケア分野における情報・ネットワーク

技術の活用、さらにその先の先端的な取り組みについて現状と今後の展望についてご理解いただく

第8回  健康なまちづくりと医療福祉建築

【竹中工務店医療福祉・教育本部本部長　角晴輝】

健康な生活、そして社会の実現に向けて、『まちづくりや空間づくり』に医療福祉の視点が求められています。国内外の最新事

例を通して、こうした視点を学ぶとともに、これからの医療と建築の連携の可能性について考察します。

第9回  再生医療における製品、臨床研究そして自由診療

【順天堂大学大学院医学研究科次世代細胞・免疫治療学講座特任教授　神垣隆】

再生医療分野ではさまざまな研究開発が行われている。本講義では、免疫細胞療法を例に、再生医療関連法の習熟と、薬とは異

なる個別化医療としての特性、そしてエビデンス構築のための問題点について学習する。

第10回  BCG流 病院経営戦略

【ボストンコンサルティンググループ　パートナーアンドマネージングディレクター　北沢真紀夫】

医療機関を取り巻く環境は悪化しています。具体的には厳しい診療報酬改定、消費税損税、高額な医療機器・薬剤、患者数が増

える中、経営に割ける人材リソースが不足しがちなこと、などです。このように厳しい環境下においても戦略的に病院を経営し

ていく工夫や必要なスキルを習得します。

第11回  Innovating　at　the　speed　of　life

【テルモ株式会社　ホスピタルカンパニーホスピタルシステム事業国内販売推進本部販売推進部　（医薬品）部長　藤冨徹】

「医療を通じて社会に貢献する」という企業理念のもと、患者さんや医療の現場に向けていち早く新たな価値を届ける為世界の

絶え間なく変化する社会環境と、科学技術の中で、質の高い成長とグローバルでのプレゼンスを向上する為の取り組みについて

紹介する。

第12回  医工連携の原点と展開

【近畿大学生物理工学部医用工学科学科長　古園勉】

「医工連携」とは医学者と工学者が共同で医療新技術を創出するという意味である。本講師が医学と工学の橋渡しを目指すに

至った原点、ベンチャー企業の設立、そして事業化までを通して経験したことを中心に講述する。

第13回  サイバニクスによる医療イノベーションへの挑戦

【筑波大学サイバニクス研究センター　研究統括　山海 嘉之】

サイバネティクス、 メカトロニクス、情報技術を中核として、IT技術、ロボット工学、脳・神経科学、生理学、行動科学、心理

学、法学、倫理学、感性学を融合複合した研究領域「サイバニクス」によって超高齢化社会が抱える課題を解決するイノベー

ションについて学ぶ
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第14回  革新的新薬創製のためのオープンイノベーションの活用

【塩野義製薬株式会社グローバル医療開発本部オフィスシニアフェロー　坂田恒昭】

近年の製薬業界には二つのキーワードがある。まず一つは「グローバル化」、そして二つ目は「オープンイノベーション」であ

る。このうち社内外の研究をWIN-WINの関係で有機的に結び付けようとするオープンイノベーションという概念は国内の製薬

企業にも浸透しつつある。

産学官の連携によるオープンイノベーションによるアカデミアの研究シーズの育成は需要である。特に製薬企業のような事業会

社のアカデミアの研究シーズを患者さんに届けるためのサポートが大いに期待されている。

第15回  近大から世界へ発信するゲノム創薬研究～基礎ゲノム科学研究から先端ゲノム医療への道のり～

【近畿大学薬学部創薬学科学科長　杉浦麗子】

近年の医療革命の火付け役となる革新的な技術の多くは、ゲノム科学を基盤とする。本講義では、ゲノム創薬、パーソナルゲノ

ム医療、プレシジョンメディシンなど、ゲノム医療の最新の話題を提供するとともに、近畿大学薬学部創薬科学科で編み出され

た独創的なゲノム創薬の手法とその研究成果について紹介する。

■ホームページ
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シラバス№： 1811900067

医療安全科目名　：

英文名　：

辰巳　陽一・吉田　耕一郎・三井　良之・島元　健次・加戸　聖美・

山田　浩司・髙田　裕・杉内　悟・長谷部　圭司・山口 育子

担当者　：

医学科開講学科：

30時間 開講期： 必修科目必修選択の別：開講年次：単　位　： 4年次

科目区分： 専門科目

備　考　：

■授業概要・方法等

医療行為を行う上で、患者を医療行為で傷つけないことは基本的な概念であるが、これまでの医学教育では、医師の医療技術お

よび知識などの「医療の質」を上げることのみ心血を阻止できたが、一方で人は必ずエラーを起こし、これは叱責することで止

めることはできない。エラーが起こることは避けられないが、この発生メカニズム、発生要因、対応方法を知ることは、基本的

な医学知識を学ぶことと同様極めて重要である。欧米では、これを「患者安全」、日本では主に「医療安全」と呼ぶ。このコー

スでは、医療安全学の基本を習得するための方法として、各職種専門家の講義による、医療安全の歴史、ヒューマンエラー、医

療の質管理、医療現場での医療安全の実態、医療と法律、患者の立場、チーム医療論、医療事故分析などを、ワークショップ形

式、シミュレーション学習などの形式を取り入れながら、形式論に終わらない患者安全・医療安全教育を目指す。

■学習・教育目標及び到達目標

一般目標（GIO）

患者の安全を守ることによる信頼される医療の提供の重要性について理解するとともに、医療事故や潜在的医療事故が発生した

場合の考え方と対応について学ぶ。また、医療現場におけるコミュニケーションの重要性、誰のための医療であるかを理解し、

患者医療者間、医療者間の信頼関係の確立や医療従事者との連携を図る能力を身につける。

行動目標（SBO）

1） 医療事故の基本的な考え方“人は誰でも間違える”を理解し、事故の発生する状況について概説できる。

2） 医療事故の内容とその背景について説明できる。

3） 医療事故、医療過誤、合併症および潜在的医療事故（インシデント）の違いを説明できる。

4） 医療事故を防止するためには、個人の意識のみならず組織的なリスク管理が重要であることを説明できる。

5） 事故の可能性を予測し、重大事故につながらないシステム（フェイル・セーフ・システム）の説明ができる。

6） 医療の安全性に関する情報（成功事例や失敗事例）を共有し、事後に役立てる必要性を説明できる。

7） 医療事故分析の方法を理解し実施できる。

8） 医療機関における安全管理の在り方（事故報告書、インシデント・アクシデントリポート、リスクマネージャー、安全管理

委員会、事故調査委員会）を概説できる。

9） 医療事故や潜在的医療事故の可能性、緊急処置や報告などについて説明、実施できる。

10） 医療事故に関連した基本的事項（行政処分、民事責任、刑事責任、司法解剖）を説明できる。

11） 異状死の意味について理解し、その対応（司法解剖、第三者評価）について説明できる。

12） 医療行為が患者と医師の契約的な信頼関係にもとづいていることを説明できる。

13） コミュニケーションの重要性と方法（チームSTEPPS等）と技能（言語的・非言語的）を説明し、コミュニケーションが医

療事故に及ぼす影響を概説できる。

14） コミュニケーションを通じて良好な人間関係を築くことができる。患者と家族の精神的・身体的苦痛に十分配慮できる。

15） 患者にわかりやすい言葉で対話できる。

16） インフォームドコンセントの意味と法的解釈について述べられる。

17） 患者と家族の精神的・身体的苦痛に十分配慮できる。

18） 患者の心理的および社会的背景を把握し、抱える問題点を抽出・整理できる。

19） 患者の要望（診察・転医・紹介）への対処の仕方を説明できる。

■成績評価方法および基準

筆記試験、研修態度、レポート提出等により評価する 100%

■試験・課題に対するフィードバック方法

試験終了後（試験期間終了後）に模範答案（印刷物）を配布します

■教科書

指定しない
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■参考文献

[ISBN]9784884123499 『医療安全学』 (篠原出版新社 : 2010)

[ISBN]4535981752 『人は誰でも間違える―より安全な医療システムを目指して』 (米国医療の質委員会 医学研究所, 日本評論

社 : 2000)

[ISBN]9784260014939 『ソーリー・ワークス！: 医療紛争をなくすための共感の表明・情報開示・謝罪プログラム』 (ダグ・

ヴォイチェサック, 医学書院 : 2011)

[ISBN]9784884123833 『患者安全』 (Charles Vincent, 篠原出版新社 : 2015)

■関連科目

なし

■授業評価アンケート実施方法

医学部実施規程に準拠して行う

■研究室・メールアドレス

安全管理部・anzen2@med.kindai.ac.jp

■オフィスアワー

特に指定はない

■授業計画の内容及び時間外学修の内容・時間

●医療安全総論：医療の質と安全への取り組みについて、旧態善とした医療への意識では医療における犠牲者が減らせないこと

を理解する。

1)本邦における医療安全活動の歴史について説明できる。2)医療安全活動の目標について述べることができる。3)医療安全にお

ける基本的な用語について説明できる。4）医療は医師のみではなく、多職種が業務に関与していることを認識できる。

●医療安全と行動科学：医療安全におけるヒューマンエラーの意味を理解する。

1)”人は誰でも間違える”ということばの意味を説明できる。2)インシデント、アクシデント/医療事故、医療過誤、合併症につい

て説明できる。3)医療事故予防に対する個人、組織のリスク管理が必要であることを説明できる。

●Sorry Works：医療に於いて必要な対人関係構築の上での謝罪の意味を理解する。

1)謝罪の意味について説明できる。2)Sorry worksとはなにか、説明できる。3)臨床現場での患者対応の実際を知る。

●事故発生時の対応・分析：医療事故発生時の対応と自己分析の意味を知り実践できるようになる。

1)医療事故発生時の基本対応（事故報告、患者説明、証拠保全等）について述べることができる。2）医療事故における根本原因

分析（RCA)の必要性とその実際について説明・実行できる。

●コミュニケーションとノンテクニカルスキル：医療におけるコミュニケーション力の重要性について理解し、患者と医師の信

頼関係の確立や医療従事者との連携を図る能力を身につける。

1)TeamSTEPPSの意味と実践について学ぶことを通じ、職種間の意見交換の重要性と職種間ヒエラルキー存在の不当性について

実感する。2)コミュニケーション研修を通じてコミュニケーションエラーの起こるメカニズムを体験し将来医療活動を行う際の

基本であることを認識する。3)TeamSTEPPSの考え方を用いたコミュニケーション法を体感し、医療者としての基本的な考え方

である、医師のみで医療は行われているのではないということを理解する。

●クリニカルガバナンス：安全で質の高い、安全な医療を提供するため、組織を規律づけて診療を統治し、これを管理者に求め

る仕組みについて、説明できる。

●医療の質の管理：医療安全と組織的質管理を病院で実現するには、モデルとして医療安全や医療の質管理に直接かかわり、並

列な人間関係の醸成にも行動で示して、リーダーシップを発揮すべきであることを知る。改善の仕組みは、「よいプロセスはよ

い結果を生む」との考えからプロセス志向であり、改善を続けるには、「改善ができる人作り」が重要であり、コアーとなる人

材育成が大切である。

●医療安全と倫理：医療安全における個人情報保護の必要性について述べることができる。

1)医療安全における個人情報関連事例について知る。2)患者のプライバシーへの配慮について知る。3)患者情報の守秘義務と情

報提供への重要性について理解し適切な取り扱いができる。

●医療安全と法：医療法とその実態について理解する。

1)医師法21条と異状死について説明できる。2)異状死の対応について述べることができる。3)医療過誤に関連した法的責任（行

政処分、民事責任、刑事責任）を説明できる。

●患者と医師の関係：患者と医療者の良好な関係を維持するために、患者の心情・背景を理解する能力を身につける。

1)医療者と患者の関係について説明できる。2)患者と家族の精神的苦痛・身体的苦痛にに配慮できる。3)患者の分かりやすい言

葉で説明できる。4)医療発生時の患者の要望と医師の希望は異ならないことを知る。4)謝罪の真の意味について説明できる。

●医療安全と社会：患者クレームの心理とその対応の実際について学ぶ。

1)医療事故訴訟について概説できる。2)訴訟時の患者側の気持ちが理解できるようになる。3)患者訴訟・クレーム対応の実際を

知る。

●医療安全と感染対策：医療従事者が遭遇する感染症について、基本的な予防・対処法を学ぶ。

1)医療従事者の健康管理の重要性を説明できる。2)標準予防策（Standard Precaution)について説明し、実行できる。3)針刺し

事故等の発症時の対応について述べることができる。4)感染症アウトブレイクの定義とその対応について説明できる。

●危険予知トレーニング(ＫＹＴ)：医療安全における危険予知トレーニングの意味を理解する。

1)危険予知トレーニングの原則と安全の関係について理解する。2)ＫＹＴラウンド法の実際を体感する。

●医療安全と医薬品：新規医薬品の使用をはじめ、医薬品の安全管理の意味と方法論が説明できる。

●医療機器と医用工学：医療機器の適正使用は、医療安全の基本であり、医療機器取り扱いの理念と実際を説明できる。

●放射線医療と医療安全：放射線診断、治療における事故は重篤になることがあり、その方法論と意義が説明できる。
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●医療安全総論：医療の質と安全への取り組みについて、旧態善とした医療への意識では医療における犠牲者が減らせないこと

を理解する。

1)本邦における医療安全活動の歴史について説明できる。2)医療安全活動の目標について述べることができる。3)医療安全にお

ける基本的な用語について説明できる。4）医療は医師のみではなく、多職種が業務に関与していることを認識できる。

●医療安全と行動科学：医療安全におけるヒューマンエラーの意味を理解する。

1)”人は誰でも間違える”ということばの意味を説明できる。2)インシデント、アクシデント/医療事故、医療過誤、合併症につい

て説明できる。3)医療事故予防に対する個人、組織のリスク管理が必要であることを説明できる。

●Sorry Works：医療に於いて必要な対人関係構築の上での謝罪の意味を理解する。

1)謝罪の意味について説明できる。2)Sorry worksとはなにか、説明できる。3)臨床現場での患者対応の実際を知る。

●事故発生時の対応・分析：医療事故発生時の対応と自己分析の意味を知り実践できるようになる。

1)医療事故発生時の基本対応（事故報告、患者説明、証拠保全等）について述べることができる。2）医療事故における根本原因

分析（RCA)の必要性とその実際について説明・実行できる。

●コミュニケーションとノンテクニカルスキル：医療におけるコミュニケーション力の重要性について理解し、患者と医師の信

頼関係の確立や医療従事者との連携を図る能力を身につける。

1)TeamSTEPPSの意味と実践について学ぶことを通じ、職種間の意見交換の重要性と職種間ヒエラルキー存在の不当性について

実感する。2)コミュニケーション研修を通じてコミュニケーションエラーの起こるメカニズムを体験し将来医療活動を行う際の

基本であることを認識する。3)TeamSTEPPSの考え方を用いたコミュニケーション法を体感し、医療者としての基本的な考え方

である、医師のみで医療は行われているのではないということを理解する。

●クリニカルガバナンス：安全で質の高い、安全な医療を提供するため、組織を規律づけて診療を統治し、これを管理者に求め

る仕組みについて、説明できる。

●医療の質の管理：医療安全と組織的質管理を病院で実現するには、モデルとして医療安全や医療の質管理に直接かかわり、並

列な人間関係の醸成にも行動で示して、リーダーシップを発揮すべきであることを知る。改善の仕組みは、「よいプロセスはよ

い結果を生む」との考えからプロセス志向であり、改善を続けるには、「改善ができる人作り」が重要であり、コアーとなる人

材育成が大切である。

●医療安全と倫理：医療安全における個人情報保護の必要性について述べることができる。

1)医療安全における個人情報関連事例について知る。2)患者のプライバシーへの配慮について知る。3)患者情報の守秘義務と情

報提供への重要性について理解し適切な取り扱いができる。

●医療安全と法：医療法とその実態について理解する。

1)医師法21条と異状死について説明できる。2)異状死の対応について述べることができる。3)医療過誤に関連した法的責任（行

政処分、民事責任、刑事責任）を説明できる。

●患者と医師の関係：患者と医療者の良好な関係を維持するために、患者の心情・背景を理解する能力を身につける。

1)医療者と患者の関係について説明できる。2)患者と家族の精神的苦痛・身体的苦痛にに配慮できる。3)患者の分かりやすい言

葉で説明できる。4)医療発生時の患者の要望と医師の希望は異ならないことを知る。4)謝罪の真の意味について説明できる。

●医療安全と社会：患者クレームの心理とその対応の実際について学ぶ。

1)医療事故訴訟について概説できる。2)訴訟時の患者側の気持ちが理解できるようになる。3)患者訴訟・クレーム対応の実際を

知る。

●医療安全と感染対策：医療従事者が遭遇する感染症について、基本的な予防・対処法を学ぶ。

1)医療従事者の健康管理の重要性を説明できる。2)標準予防策（Standard Precaution)について説明し、実行できる。3)針刺し

事故等の発症時の対応について述べることができる。4)感染症アウトブレイクの定義とその対応について説明できる。

●危険予知トレーニング(ＫＹＴ)：医療安全における危険予知トレーニングの意味を理解する。

1)危険予知トレーニングの原則と安全の関係について理解する。2)ＫＹＴラウンド法の実際を体感する。

●医療安全と医薬品：新規医薬品の使用をはじめ、医薬品の安全管理の意味と方法論が説明できる。

●医療機器と医用工学：医療機器の適正使用は、医療安全の基本であり、医療機器取り扱いの理念と実際を説明できる。

●放射線医療と医療安全：放射線診断、治療における事故は重篤になることがあり、その方法論と意義が説明できる。

■ホームページ
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シラバス№： 1811900006

英語科目名　：

英文名　：

眞砂　薫・武知　薫子・ｴｽﾋﾟﾉｻﾞ・ｶﾙﾃﾞﾛﾝ・ﾎﾙﾍ・ﾙｲｽ・木南　法子・

鈴木　義孝・スコット　ブラウン

担当者　：

医学科開講学科：

通年6単位 開講期： 必修科目必修選択の別：開講年次：単　位　： 1年次

科目区分： 外国語科目

備　考　：

■授業概要・方法等

英語は医学部１年生の必修科目である。前・後期を合わせた通年の９０コマ（月曜日・水曜日・金曜日で各１コマ、週３コマ）

で、高校英語・受験英語から大学での英語学習への転換と、2年次以降で医学英語を履修するための基本となる運用能力の陶冶を

目指し、総合的な学修を行う。教材にはプレゼンテーション（月曜日・水曜日）と読解（金曜日）の２種類の教本と、医学英語

の語彙とTOEFL ITP練習の２種類のe-learningコンテンツ（自宅学習用）を用い、InputとOutputのバランスの取れた語学修得

を目指す。

授業は、月曜日と水曜日を「学習の基本」、金曜日を「学習の確認と深化」の曜日と捉える。具体的には、学生は、自宅学習e-

learningでの語彙と総合英語の練習と、月曜日・水曜日のプレゼンテーション授業での学びを、金曜日の読解活動とその内容に

基づいたショートプレゼンテーションの作成・発表に応用する。（プレゼンテーション教本の内容は医療ではなく一般的なもの

だが、金曜日で扱う読解教本は、医療トピックで構成される。）

授業環境は月曜日と水曜日は基本的にIT教室、金曜日は講義室とIT教室にグループで分かれて行う。IT教室が使用できない日は

講義室を用いる。

前期に限り、月曜日は医学部キャンパスではなく、東大阪市長瀬の近畿大学本部のアカデミックシアター内の教室で授業を行

う。朝８時台は交通機関が混雑し、長瀬駅周辺から大学本部キャンパスまでの道も大変に混雑する。遅刻は許さない（欠席とす

る）ため、学生はかなり余裕をもって早めに家を出る必要がある。

学生には、学則と医学部諸規定の周知を求める。特に不正行為への処置と出席規定の項目の熟知を求める。

英語において、出欠席は「試験単元」制に基づき前・後期でそれぞれ独立して集計され、学部の定める「出席規定」により総授

業数（前・後期それぞれ）45回の3分の1（15回）を欠席した時点で該当する試験単元の定期試験の受験資格を失う。

上記「出席規定」は月曜日・水曜日・金曜日と曜日毎にも適用される。欠席回数が当該学期の英語の総授業数の3分の1に達して

いなくても、特定の曜日の欠席回数が3分の1（15回のうちの5回）に達した場合、その曜日の授業での演習を未履修と判断し、

その学期の定期試験の取得点数の3分の1が自動的に無効になる。2つの曜日で3分の1を欠席した場合は、定期試験で取得した得

点の3分の2を無効とする。

なお、学生にはすべての授業への出席が求められるため、本医学部が規定する感染症以外を理由とする欠席および無断欠席は、

出席規定に触れる「3分の1」に達する以前でも、英語の総授業時間数の中で欠席した授業時間（コマ）数の割合だけ定期試験で

取得した得点から減点する。

（その他、最終成績の不可および失点をまねく可能性のある行動についての諸注意は、当シラバス後半の「授業計画の内容及び

時間外学修の内容・時間」の最後を参照すること。）

TOEFL試験および定期試験について：

新入生オリエンテーション時にTOEFL ITP（1回目）を実施して入学時の総合英語力を測り、科目の終了時の1月末（もしくは2

月初旬）にTOEFL ITP（2回目）を実施し、1年間の科目での学習による英語力の伸びを測る。2回目のTOEFL ITPの成績は科目

の総合評価に含まれる。なお、定期試験は前・後期の試験期間中に１回ずつ行う。

..

■学習・教育目標及び到達目標

学習・教育目標：

受講者は、この授業を履修することによって、

  1) 英語学習における自らの弱点と長所を認識し、弱点を克服し長所を伸ばす方法を見つけ、計画、実践し、

  2) 英語を用いた活動を通して日本のみならず諸外国の生活、人体の基本的な構造と機能、および医療関係

     の諸問題に自ら疑問を持って探究し、理解を深め、そのための幅広い知識と、英語の語彙力・読解力・

     聴解力・発話力・作文力を習得し、英語で説明・発信をし、

　3) 英語で学んだ内容や話題を、グローバル社会における様々な課題、および自らの内的な課題と関連付け

     て想起し、発展的に考え、英語で意見交換や議論をし、

　4) 異なる文化を持つ人々と相互に理解を深めるための幅広い教養と、円滑にコミュニケーションを行う

　　 英語力を身につけ、不慣れな局面にも動じず国際人として堂々と対処する姿勢を持つ

ことができるようになる。

関連ディプロマポリシー：本学が定めるディプロマポリシーの１，２，３，４。

関連教育アウトカム　　：コミュニケーション能力、国際化に対応できる教養と英語力、自律的継続的学習能力

キーワード：CLIL, アクティブ・ラーニング、プレゼンテーション、スピーキング、語彙

到達目標：

  1) 医療系の語彙（2年生以降の医学英語の基礎として）1000語以上を正しい発音と共に習得する。

　2) TOEFL ITPで500点以上を取得する。

  3) 意味が通るAcceptableな英語で正しい作文ができる。

  4) ある程度流暢な英語で、説得力のあるプレゼンテーションができる。

  5) 英文を精読、パラグラフ・リーディング、速読と、目的に応じた方法で読み解くことができる。

  6) 2年生以降の医学英語の学習につながる「自ら学ぶ」自律的な学修姿勢を身に付ける。

..
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学習・教育目標：

受講者は、この授業を履修することによって、

  1) 英語学習における自らの弱点と長所を認識し、弱点を克服し長所を伸ばす方法を見つけ、計画、実践し、

  2) 英語を用いた活動を通して日本のみならず諸外国の生活、人体の基本的な構造と機能、および医療関係

     の諸問題に自ら疑問を持って探究し、理解を深め、そのための幅広い知識と、英語の語彙力・読解力・

     聴解力・発話力・作文力を習得し、英語で説明・発信をし、

　3) 英語で学んだ内容や話題を、グローバル社会における様々な課題、および自らの内的な課題と関連付け

     て想起し、発展的に考え、英語で意見交換や議論をし、

　4) 異なる文化を持つ人々と相互に理解を深めるための幅広い教養と、円滑にコミュニケーションを行う

　　 英語力を身につけ、不慣れな局面にも動じず国際人として堂々と対処する姿勢を持つ

ことができるようになる。

関連ディプロマポリシー：本学が定めるディプロマポリシーの１，２，３，４。

関連教育アウトカム　　：コミュニケーション能力、国際化に対応できる教養と英語力、自律的継続的学習能力

キーワード：CLIL, アクティブ・ラーニング、プレゼンテーション、スピーキング、語彙

到達目標：

  1) 医療系の語彙（2年生以降の医学英語の基礎として）1000語以上を正しい発音と共に習得する。

　2) TOEFL ITPで500点以上を取得する。

  3) 意味が通るAcceptableな英語で正しい作文ができる。

  4) ある程度流暢な英語で、説得力のあるプレゼンテーションができる。

  5) 英文を精読、パラグラフ・リーディング、速読と、目的に応じた方法で読み解くことができる。

  6) 2年生以降の医学英語の学習につながる「自ら学ぶ」自律的な学修姿勢を身に付ける。

..

■成績評価方法および基準

本試験（前・後期定期試験の合計点） 50%

TOEFL-ITP得点、e-learning課題、授業（教本）課題、発表、小テスト 50%

■試験・課題に対するフィードバック方法

課題については、提出期限後、授業で解説を行い、それ以降、模範解答などの資料を必要に応じて配付する。

試験については、試験終了後(試験期間終了後)に「試験の要点と解説」をポータルサイト等に掲載する。

■教科書

[ISBN]9784791950973 『Medical Front Line』（眞砂　薫他、成美堂、2017）

[ISBN]9784791934249 『Winning Presentations』（森田　彰他、成美堂　2018）

[e-learningコンテンツ] 『NetAcademy NEXT：TOEFL ITP(R)テスト攻略コース』（アルク）

[e-learningコンテンツ] 『NetAcademy NEXT：英単語パワーアップコース 医学・医療編』（アルク）

■参考文献

[ISBN]9784523265368 『音声と例文でおぼえる基本医療英語1000』 (笹島 茂、南雲堂、2015)

[ISBN]9784523264965 『語源で学ぶメディカル・イングリッシュ550』 (平井 美津子、南雲堂、2011)

[ISBN]9784816357671 『カラー図鑑　人体解剖英単語辞典』（飯田恭子、ナツメ社、2015）

[ISBN]9784872179101 『TOEFL iBTテスト スコアアップ大特訓』 (植田一三、アスク、2015)

[ISBN]9784010312780 『ロイヤル英文法』（綿貫　陽他、旺文社、2000）

■関連科目

２年生「医学英語」

■授業評価アンケート実施方法

実施規程に準拠して行う。

■研究室・メールアドレス

進学棟２階、講師研究室（武知）datatuj@med.kindai.ac.jp

■オフィスアワー

月・水・金曜日の５限

■授業計画の内容及び時間外学修の内容・時間
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通年で月曜日、水曜日、金曜日、計９０コマの教材と授業の概要：

１．Medical Front Line

金曜日の教本。扱う題材は、時事的な医療知識に、人間論、社会論として思考を深める切り口の加わった１５のトピックで構成

される。アクティブ・ラーニングを用いて、語彙修得、読解演習、作文演習等を行い、DVDを観賞して理解を深化させ、学んだ

内容をプレゼンテーション・アクティビティやストラテジー・リーディングに発展・連携させる。本教本と提携するEnglish

Central のe-learningにアクセスして、リスニングとスピーキングの練習も行う。

２．Winning Presentations

月曜日と水曜日の教本。コミュニケーションツールとしてプレゼンテーションの基本を理解する。報告型と提案型に大別される

プレゼンテーションの型を８つ学び、論展開を左右する副詞表現などの語彙と共に各型に特徴的な語彙表現を習得する。Native

Speakerによるモデルプレゼンテーションを観察して学生の発表を比較し自ら修正を加える。型に合わせた作文に始まり、最終

的には自由作文で説得力のあるプレゼンテーション原稿を作成する。

３．TOEFL ITPテスト攻略コース

基本的に自宅課題のe-learning。TOEFL ITPの練習を学生が中学校・高校と積み上げてきた総合的な英語学習の延長線上に捉

え、日々継続的に4技能（Reading, Listening, Speaking, Writing）の実践練習を行う。コンテンツにあるSpeaking練習につ

いては、月曜日・水曜日のクラスでコンピュータを用いて練習・記録を行う。各unit、speakingパートは最後にあるが、そこま

で自宅学習を終えておかないと、speakingパートに入れない仕組みになっている。そのため学生は、授業までに指示されたunit

の自習を終え、授業内で一斉にspeakingパートに入れる準備をしておく必要がある。

４．英単語パワーアップコース（医学・医療編）

基本的に自宅課題のe-learning。医学科の専門科目である人体解剖の１年次後期の開講をうけ、解剖実習と同時に学生が人体の

各部位の名称を英語で学習できるために導入。コンテンツは人体構造、症例と疾患、保健医療、看護と医療、薬剤、生命科学、

プレゼンテーションに使えるフレーズ集と多く、各セクションが60から80ほどのunitで構成されるが、各unitが５分ほどで学習

できるので日々積み重ねると負荷がない。必修項目は人体構造と生命科学の英語であり、他は上学年での学習に向けた予習であ

り、努力目標とする。

試験について：

定期試験は、前・後期の定期試験期間中に行われ、問題は、主としてMedical Front Line、Winning Presentationsを用いた授

業での学びを問う問題、加えて逐次差し込みで配布される印刷物から出題する。E-learningの学習内容は小テストで評価する。

授業での提出課題・発表課題も小テストと同様に評価する。

定期試験とは別に、入学オリエンテーションで実施されるTOEFL ITPと同じ形式で年度末にTOEFL ITPを再び受験し、通年の学

習による総合的な英語力の変化を測定する。

当科目における諸規定（学則、医学部諸規定、特に出席規定に準ずる）：

１．指定する期限をすぎて課題の未提出、不完全な提出、やり残しがある場合、最終的な総合評価を不可とする。

２．授業に必要な教本・教材・物品の持参を忘れると補講対象とする。

　　入学後、学生は教本の購入時にIT教室で各自が用いる「ヘッドセット」を購入する。購入後は各自で厳重に保管・管理を行

い、IT教室での授業に必ず持参する。忘れた学生は、教員の日時を指定する「補講」に出席して学習を終える。学生が「教本」

を忘れて授業で使用できない場合も、教員に指定された補講への出席を求める。

３．遅刻は認めない。

　　授業の「開始時刻」に指定の教室に着席して授業の開始を待つことを求める。遅刻者には授業を受けることを許さず「欠席

者」として処理する。交通機関の遅延のために遅刻する場合、その交通機関が発行する「日時が記入された（パンチ等で印のつ

いた）遅延証明書」の裏に氏名と日時を書いて授業時間内（大幅な交通遅延の場合は授業時間後）に提出すれば、遅刻した時間

内の授業課題を補講で行うことを条件に欠席処理を免除する。オンライン発行の遅延証明書は遅延時間と乗車の証明がされない

ため不可。交通機関の混雑・遅延を想定して余裕をもって家を出る習慣を求める。

４．１から３の理由で補講が指定された上でその補講に欠席する場合は、当該授業（コマ）を「欠席」として処理する。

　　クラブへの参加、及びその他の理由による補講時間の変更要請は一切受け付けない。補講対象にならないように気をつける

こと。

このほか、学則、学部諸規程およびこのシラバスに書かれていない授業と評価の詳細は、授業開始後にクラスルールに記載して

配付する。

・

・

予習内容：..

各コマ（授業）に対し、予習を提示されたUnitの英文を読み、意味もしくは発音が不確かな語句を調べて学習内容をノートもし

くはカード等（学生が独自で作成）に記録し、文章の要約を行う。および、指定された課題を期日までに完成させる。

予習時間：60分

復習内容：..

各コマ（授業）で学習した内容をノートを中心に整理し、足りない情報を補足して書き足し、授業で学習した英文を音読する。

復習時間：30分

49



通年で月曜日、水曜日、金曜日、計９０コマの教材と授業の概要：

１．Medical Front Line

金曜日の教本。扱う題材は、時事的な医療知識に、人間論、社会論として思考を深める切り口の加わった１５のトピックで構成

される。アクティブ・ラーニングを用いて、語彙修得、読解演習、作文演習等を行い、DVDを観賞して理解を深化させ、学んだ

内容をプレゼンテーション・アクティビティやストラテジー・リーディングに発展・連携させる。本教本と提携するEnglish

Central のe-learningにアクセスして、リスニングとスピーキングの練習も行う。

２．Winning Presentations

月曜日と水曜日の教本。コミュニケーションツールとしてプレゼンテーションの基本を理解する。報告型と提案型に大別される

プレゼンテーションの型を８つ学び、論展開を左右する副詞表現などの語彙と共に各型に特徴的な語彙表現を習得する。Native

Speakerによるモデルプレゼンテーションを観察して学生の発表を比較し自ら修正を加える。型に合わせた作文に始まり、最終

的には自由作文で説得力のあるプレゼンテーション原稿を作成する。

３．TOEFL ITPテスト攻略コース

基本的に自宅課題のe-learning。TOEFL ITPの練習を学生が中学校・高校と積み上げてきた総合的な英語学習の延長線上に捉

え、日々継続的に4技能（Reading, Listening, Speaking, Writing）の実践練習を行う。コンテンツにあるSpeaking練習につ

いては、月曜日・水曜日のクラスでコンピュータを用いて練習・記録を行う。各unit、speakingパートは最後にあるが、そこま

で自宅学習を終えておかないと、speakingパートに入れない仕組みになっている。そのため学生は、授業までに指示されたunit

の自習を終え、授業内で一斉にspeakingパートに入れる準備をしておく必要がある。

４．英単語パワーアップコース（医学・医療編）

基本的に自宅課題のe-learning。医学科の専門科目である人体解剖の１年次後期の開講をうけ、解剖実習と同時に学生が人体の

各部位の名称を英語で学習できるために導入。コンテンツは人体構造、症例と疾患、保健医療、看護と医療、薬剤、生命科学、

プレゼンテーションに使えるフレーズ集と多く、各セクションが60から80ほどのunitで構成されるが、各unitが５分ほどで学習

できるので日々積み重ねると負荷がない。必修項目は人体構造と生命科学の英語であり、他は上学年での学習に向けた予習であ

り、努力目標とする。

試験について：

定期試験は、前・後期の定期試験期間中に行われ、問題は、主としてMedical Front Line、Winning Presentationsを用いた授

業での学びを問う問題、加えて逐次差し込みで配布される印刷物から出題する。E-learningの学習内容は小テストで評価する。

授業での提出課題・発表課題も小テストと同様に評価する。

定期試験とは別に、入学オリエンテーションで実施されるTOEFL ITPと同じ形式で年度末にTOEFL ITPを再び受験し、通年の学

習による総合的な英語力の変化を測定する。

当科目における諸規定（学則、医学部諸規定、特に出席規定に準ずる）：

１．指定する期限をすぎて課題の未提出、不完全な提出、やり残しがある場合、最終的な総合評価を不可とする。

２．授業に必要な教本・教材・物品の持参を忘れると補講対象とする。

　　入学後、学生は教本の購入時にIT教室で各自が用いる「ヘッドセット」を購入する。購入後は各自で厳重に保管・管理を行

い、IT教室での授業に必ず持参する。忘れた学生は、教員の日時を指定する「補講」に出席して学習を終える。学生が「教本」

を忘れて授業で使用できない場合も、教員に指定された補講への出席を求める。

３．遅刻は認めない。

　　授業の「開始時刻」に指定の教室に着席して授業の開始を待つことを求める。遅刻者には授業を受けることを許さず「欠席

者」として処理する。交通機関の遅延のために遅刻する場合、その交通機関が発行する「日時が記入された（パンチ等で印のつ

いた）遅延証明書」の裏に氏名と日時を書いて授業時間内（大幅な交通遅延の場合は授業時間後）に提出すれば、遅刻した時間

内の授業課題を補講で行うことを条件に欠席処理を免除する。オンライン発行の遅延証明書は遅延時間と乗車の証明がされない

ため不可。交通機関の混雑・遅延を想定して余裕をもって家を出る習慣を求める。

４．１から３の理由で補講が指定された上でその補講に欠席する場合は、当該授業（コマ）を「欠席」として処理する。

　　クラブへの参加、及びその他の理由による補講時間の変更要請は一切受け付けない。補講対象にならないように気をつける

こと。

このほか、学則、学部諸規程およびこのシラバスに書かれていない授業と評価の詳細は、授業開始後にクラスルールに記載して

配付する。

・

・

予習内容：..

各コマ（授業）に対し、予習を提示されたUnitの英文を読み、意味もしくは発音が不確かな語句を調べて学習内容をノートもし

くはカード等（学生が独自で作成）に記録し、文章の要約を行う。および、指定された課題を期日までに完成させる。

予習時間：60分

復習内容：..

各コマ（授業）で学習した内容をノートを中心に整理し、足りない情報を補足して書き足し、授業で学習した英文を音読する。

復習時間：30分

■ホームページ

基礎医学部門研究室　http://www.med.kindai.ac.jp/kiso/
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シラバス№： 1811900014

科学的思考演習科目名　：

英文名　：

稲瀨　正彦・生塩　研一担当者　：

医学科開講学科：

前期30時間 開講期： 必修科目必修選択の別：開講年次：単　位　： 1年次

科目区分： 基礎科目

備　考　：

■授業概要・方法等

科学的で論理的な思考や推論は，医学生としての学習のみならず，医学的な診断や治療，最新の医学情報の収集や体系化など，

様々な場面で必要とされる。この講義ではそれらの基礎となる科学的な思考法について物理学や論理学を中心として学び，ま

た，プレゼンテーションやディベートを経験しながら実践的にスキルを修得する。特に，高校までの学習ではあまり要求されな

かった，レポート作成やプレゼンテーションなどのアウトプットについて重点的に取り組む。また，医療においてもIT化が急速

に進んでいるため，コンピュータを充分に活用でき，溢れる情報を充分に使いこなせなければならない。近年，世界的に普及が

進められている「根拠に基づいた医療(Evidence-based Medicine)」にも科学的思考が不可欠である。それらを含めた総合的な

情報リテラシーの獲得も目標とする。

■学習・教育目標及び到達目標

関連ディプロマポリシー

１. 自律的学習能力：積極的に課題に取り組み，さらに自ら問題点を見いだし解決する姿勢を身につけること

関連教育アウトカム

１. 自律的継続的学習能力

２．課題解決能力

キーワード

科学的思考，情報リテラシー，文書作成ソフト，プレゼンテーション，ディベート

一般目標

１. 科学的な思考について理解する。

２. 情報リテラシーを修得する。

３. 表現力やディスカッション力を身につける。

行動目標

１. 物理学，哲学，論理学などを例に，科学的な思考について説明できる。

２. 医療情報へのアクセスし，必要な情報を取得できる。

３. 文書作成ソフトを用いてレポートが作成できる。

４. プレゼンテーションのスライドが作成できる。

５. 自身が作成したスライドを使いながらプレゼンテーションができる。

６. ディベートで建設的なディスカッションができる。

■成績評価方法および基準

授業でのプレゼンテーション，ディスカッション，トーク（思考・推論・発表・表現力・情報処理能力を評価するとともに，授

業への取り組む姿勢，意欲も合わせて評価する。） 50%

各回の課題レポート（理解力，論理力，創造力，情報リテラシーを評価する。） 50%

■試験・課題に対するフィードバック方法

各回のレポート課題は，翌回に解説するとともに模範解答を示す。希望者にはレポート（写し）を返却する。

■教科書

適宜，プリント配布や参考書を紹介する。

■参考文献

[ISBN]4790705587 『科学哲学入門―科学の方法・科学の目的 (Sekaishiso seminar)』 (内井 惣七, 世界思想社 : 1995)

[ISBN]4062578131 『研究発表のためのスライドデザイン (ブルーバックス)』 (宮野 公樹, 講談社 : 2013)

[ISBN]4480020470 『思考の整理学 (ちくま文庫)』 (外山 滋比古, 筑摩書房 : 1986)
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[ISBN]4790705587 『科学哲学入門―科学の方法・科学の目的 (Sekaishiso seminar)』 (内井 惣七, 世界思想社 : 1995)

[ISBN]4062578131 『研究発表のためのスライドデザイン (ブルーバックス)』 (宮野 公樹, 講談社 : 2013)

[ISBN]4480020470 『思考の整理学 (ちくま文庫)』 (外山 滋比古, 筑摩書房 : 1986)

■関連科目

医物理学，テュートリアル

■授業評価アンケート実施方法

実施規程に準拠して行う。

■研究室・メールアドレス

基礎医学部門研究室（進学棟２階）・kisoken@edu.med.kindai.ac.jp

■オフィスアワー

月・金　16:30～18:00

■授業計画の内容及び時間外学修の内容・時間

第1回  イントロダクション

予習内容：高校までに経験した学習方法で，暗記＆テスト以外の方法について思い出しておく。もしくは，考えておくこと。

予習時間：30分

復習内容：授業内容を参考に，この６年間をどのような心構えで過ごすべきか考えておくこと。

復習時間：30分

高校までの暗記＆テストが中心の学習方法とは異なり，積極的な姿勢でアウトプットが重視される大学での学びの方法について

修得する。

第2回  科学的思考とは（１）

予習内容：科学と疑似科学の違いについて考えておくこと。

予習時間：30分

復習内容：科学の発展の歴史や，科学的思考について整理すること。

復習時間：30分

科学とは何か，科学的思考とは何かについて，物理学などの発展を辿りながら考える。

第3回  科学的思考とは（２）

予習内容：基礎研究と世の中で役立つこと，確証バイアス，SCAMPER法，水平思考について予習すること。

予習時間：60分

復習内容：授業で学んだ思考法と自分の思考パターンを比較検討して，自分なりに注意すべき点を整理すること。

復習時間：30分

前回学んだ科学的思考法を実際の思考で応用する際に気をつけるべき点について検討する。

第4回  情報処理（１）　文書作成ソフトの利用

予習内容：文書作成ソフト（Wordなど）を使ってみる。文書作成ソフトやパソコン自体を持っていない場合は，使い方について

予習すること。

予習時間：60分

復習内容：授業で学んだ使い方をもう一度確認しておく。また，それ以外の操作（表の作成など）も試みること。タイピングの

練習もしておくこと。

復習時間：30分

（実習）情報アウトプット手段の一つである文書作成ソフトの使用法を習得する。特にタイピングの練習に重点を置く。

第5回  情報処理（２）　レポート作成方法

予習内容：前回学んだタイピングの練習に加え，表の作成も試してみること。

予習時間：60分

復習内容：レポート作成方法を復習し，他の科目のレポートも積極的に文書作成ソフトで作成してみること。引き続き，タイピ

ングの練習をしておくこと。

復習時間：60分

（実習）レポート作成方法について学び，文書作成ツールを使って具体的に簡単なレポートを作成する。

第6回  情報処理（３）　情報リテラシー：多種多様な医学・医療情報へのアスセス方法とその実践

予習内容：興味のある症例に関する日本語論文を検索してみること。引き続き，タイピングの練習もしておくこと。

予習時間：60分

復習内容：PubMedを使って興味のある症例に関する英語論文を検索してみること。引き続き，タイピングの練習もしておくこ

と。

復習時間：60分

（実習）本学部図書館のWebサイトを使って，図書館の蔵書検索，CiNii，PubMedでの論文や書籍の検索，電子ジャーナルや電

子ブックへのアクセス方法を修得する。

第7回  情報処理（４）　情報リテラシー：EBMと論文要旨作成

予習内容：興味のある症例に関する日本語論文を検索して，いくつか中身を読んでおくこと。

予習時間：60分

復習内容：EBMの考え方について整理し，PubMedを使って興味のある症例に関する英語論文を検索して中身を読んでみるこ

と。

復習時間：60分

（実習）根拠に基づいた医療(Evidence-based Medicine)」について学ぶ。グループで協力して共通の症例を決めた後，グルー

プ内で重複しないよう各自で具体的な論文からを検索する。そして，論文情報を整理してレポートにまとめる。
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第7回  情報処理（４）　情報リテラシー：EBMと論文要旨作成

予習内容：興味のある症例に関する日本語論文を検索して，いくつか中身を読んでおくこと。

予習時間：60分

復習内容：EBMの考え方について整理し，PubMedを使って興味のある症例に関する英語論文を検索して中身を読んでみるこ

と。

復習時間：60分

（実習）根拠に基づいた医療(Evidence-based Medicine)」について学ぶ。グループで協力して共通の症例を決めた後，グルー

プ内で重複しないよう各自で具体的な論文からを検索する。そして，論文情報を整理してレポートにまとめる。

第8回  情報処理（５）　プレゼンテーションの基礎

予習内容：前回の授業で示されたプレゼンテーションのテーマについて，その内容を３枚のスライドで考えておくこと。

予習時間：60分

復習内容：スライド作成ソフト（PowerPointなど）の操作を復習しておくこと。プレゼンテーションで気をつけるべき点につい

て整理しておくこと。

復習時間：60分

（実習）学会や報告会での発表におけるプレゼンテーションの基礎的な技法を習得する。

第9回  情報処理（６）　プレゼンテーションのスライド作成

予習内容：自分のプレゼンテーションの内容に即したスライドのデザインを具体的に検討しておくこと。

予習時間：60分

復習内容：各自が作成したスライドを見ながらプレゼンテーションのリハーサルをしておくこと。

復習時間：60分

（実習）発表内容の構成を中心として解説し，具体的なテーマについて実際にスライドを作成する。

第10回  プレゼンテーション（１）

予習内容：プレゼンテーションで気を付けるべきことを意識しながら，また，時間も計りながら，本番さながらにプレゼンテー

ションのリハーサルをしておくこと。

予習時間：60分

復習内容：プレゼンテーションの本番に向けて，リハーサルをしておくこと。

復習時間：60分

前回に作成したスライドを使って，グループ内でプレゼンテーションの練習をし，意見交換をする。

第11回  プレゼンテーション（２）

予習内容：プレゼンテーションの本番に向けて，各自でリハーサルをしておくこと。

予習時間：60分

復習内容：プレゼンテーションを済ませた者は，自分のプレゼンテーションで良かった点と改善点を整理しておくこと。

復習時間：60分

前回グループ内で練習したプレゼンテーションを，全員の前で行う本番に挑む（学生数の１／３）。教員だけでなく，学生同士

のピアレビュー（相互評価）も行う。

第12回  プレゼンテーション（３）

予習内容：プレゼンテーションの本番に向けて，リハーサルをしておくこと。

予習時間：60分

復習内容：プレゼンテーションを済ませた者は，自分のプレゼンテーションで良かった点と改善点を整理しておくこと。また，

他者のプレゼンテーションで良かった点と改善点も整理しておくこと。

復習時間：60分

本番のプレゼンテーションの第2回。前回に引き続き，一人ずつプレゼンテーションを行い（学生数の１／３），学生同士のピア

レビュー（相互評価）も行う。

第13回  プレゼンテーション（４）

予習内容：プレゼンテーションの本番に向けて，リハーサルをしておくこと。

予習時間：60分

復習内容：プレゼンテーションを済ませた者は，自分のプレゼンテーションで良かった点と改善点を整理しておくこと。また，

他者のプレゼンテーションで良かった点と改善点も整理しておくこと。

復習時間：60分

本番のプレゼンテーションの第3回。前回に引き続き，一人ずつプレゼンテーションを行い（残り１／３の学生），学生同士のピ

アレビュー（相互評価）も行う。

第14回  ディベート（１）

予習内容：ディベートとはどんなものであるか自分なりに予習すること。ディベートの様子を動画で見ておくことも勧める。

予習時間：60分

復習内容：自分のグループのディベートで良かった点と改善点を整理しておくこと。

復習時間：60分

ディベートでは相手の意見を論破するのではなく，議論を通してよりよい結果を導くのが目的であり，論理的思考を駆使して取

り組む必要がある。ここではディベートの基礎的な内容を解説する。また，グループに分かれたディベートで体験的に学ぶ。53



予習内容：ディベートとはどんなものであるか自分なりに予習すること。ディベートの様子を動画で見ておくことも勧める。

予習時間：60分

復習内容：自分のグループのディベートで良かった点と改善点を整理しておくこと。

復習時間：60分

ディベートでは相手の意見を論破するのではなく，議論を通してよりよい結果を導くのが目的であり，論理的思考を駆使して取

り組む必要がある。ここではディベートの基礎的な内容を解説する。また，グループに分かれたディベートで体験的に学ぶ。

第15回  ディベート（２）

予習内容：前回のディベートの反省をするとともに，他の論題でのディベート例を参考にしてディベートの準備をしておくこ

と。

予習時間：60分

復習内容：自分のグループのディベートや全体討論を振り返り，議論した内容の考察を深めておくこと。

復習時間：60分

肯定・反駁・審判をそれぞれ数人のグループで編成し，本格的なディベートに挑戦する。ディベートの後で全体的な討論も行

う。

■ホームページ

近畿大学医学部　基礎医学部門研究室　http://www.med.kindai.ac.jp/kiso/
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シラバス№： 1811900044

画像集中コース科目名　：

英文名　：

村上　卓道・西村　恭昌・松村　到・佐藤　隆夫・竹山　宜典・石井　一成・

久米　裕昭・平野　豊・今野　元博・三井　良之・松井　繁長・松木　充・

能勢　和宏・今岡　いずみ・中井　英勝・小塚　健倫・朝田　滋貴・

武田　真幸・久保田　尚・成田　智彦・栁生　行伸・野本　裕貴・

上田　悟史・齋藤　和也・中西　克之

担当者　：

医学科開講学科：

30時間 開講期： 必修科目必修選択の別：開講年次：単　位　： 6年次

科目区分： 専門科目

備　考　：

■授業概要・方法等

本コースは国家試験の画像問題（放射線画像、MRI画像、超音波画像、内視鏡、病理像、細皮膚所見、手術関連画像、心電図な

どの検査所見）を念頭に置いた集中講義である。本コースでは、各種画像の解釈、問題解決方針を中心とした講義を行う。な

お、講義で用いた画像をもとにした試験を最終日に実施する。

■学習・教育目標及び到達目標

学習目標：画像、検査所見における問題点が抽出できる。抽出した所見の解釈ができる。

到達目標：抽出した画像所見、検査所見を元にして問題解決できる。

画像問題で提示される画像は、解答の補助となるもの、画像の解釈が判らなければまるで解答できないものなど様々である。

また、実臨床では全く同一の所見が得られる事はまれであり、何かしらの相違が出現する。丸暗記の学習ではこのような事態に

は対処出来ない。このため所見を拾い上げて、解釈を考察し、持ち得る知識と併せて問題を解決する過程が重要となる。この過

程を集中的に講義し、試験にて習熟度 を判定する。

これらの目標は本学の教育アウトカムの「医学的知識」「診療の基本的技能」に関与している。またディプロマポリシーの「医

師に必要な基礎的知識・技能の修得」「自ら問題を解決する積極的な態度の養成」に関与している。

■成績評価方法および基準

週末試験 100%

■試験・課題に対するフィードバック方法

試験終了後、学生達自身の討議の結果、試験問題の解説依頼を受け付けます。

問題作成者より、解答する上での重要項目、キーワード等、書面で解説します。

■教科書

なし

■参考文献

なし

■関連科目

なし

■授業評価アンケート実施方法

実施規定に準拠して行う

■研究室・メールアドレス

研究棟3階 放射線医学（放射線診断学部門）・yshindan@med.kindai.ac.jp

■オフィスアワー

各診療科教員が随時受けつける（診療業務により不在の場合があります）．

■授業計画の内容及び時間外学修の内容・時間

画像集中コースでは病変（異常所見）の検出から始まり、解釈→問題解決へと続く講義である。

このため問題点が検出出来なければ理解は深まらないので、十分な解剖学的、組織学的な知識が必要とされる。

各パートの講義に入るまえに当該領域の正常像、正常所見を十分に予習されることを望む。55



画像集中コースでは病変（異常所見）の検出から始まり、解釈→問題解決へと続く講義である。

このため問題点が検出出来なければ理解は深まらないので、十分な解剖学的、組織学的な知識が必要とされる。

各パートの講義に入るまえに当該領域の正常像、正常所見を十分に予習されることを望む。

■ホームページ

近畿大学医学部放射線医学教室　放射線診断学部門　http://radiol.med.kindai.ac.jp/
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シラバス№： 1811900011

学外施設実習/総合医学（学外施設実習）科目名　：

英文名　：

伊木　雅之・甲田　勝康・藤田　裕規・由良　晶子・立木　隆広・

奥村　二郎・東　賢一・水越　厚史・松尾　拓哉・松村　治雄・藤田　至彦

担当者　：

医学科開講学科：

後期60時間 開講期： 必修科目必修選択の別：開講年次：単　位　： 1年次

科目区分： 基礎科目

備　考　：

■授業概要・方法等

　地域の医療施設や保健センターなどの健康維持・増進のための施設、障害をもった人々のケアをする施設などを訪ね、そこで

過ごす人々と触れあい、また、そこで働く医療関係者の仕事を見学・体験する。

（ 1 ）実習施設

　以下のような施設の中から実習先を選ぶが、具体的には実習オリエンテーション時に紹介する。

　　保健所、市町村保健センター、地域における医療施設、精神障害者社会復帰支援施設

　　介護老人保健施設、特別養護老人ホーム、障がい者（児）施設

　　医療廃棄物処理施設、医学部附属病院、等

（ 2 ）実習の進め方

　学外施設実習は総合医学と並行して水曜日の３・４時限に同時に行われる。学生はまず14の班に分けられ、１～７班に割り当

てられた学生は前半期間に学外施設実習を行い、後半期間に総合医学を行う。

　逆に、８～14班は前半期間に総合医学を行い、後半期間に学外施設実習を行う。レポート作成期間は１～14班の全班で学外実

習のレポート作成を行う（下記の授業計画参照）。

　本実習の主役は学生である。各班には担当教員が １ 人つき、行動を共にするが、教員はテュータで、基本的な情報の提供や

助言はするが、こと細かに指導はしない。何をどの程度学び取れるかは学生諸君にかかっている。

■学習・教育目標及び到達目標

関連ディプロマポリシー

①積極的に課題に取り組み、自ら問題点を見いだし解決する姿勢を身につけること。

②患者に対する思いやりと奉仕の精神を身に着けること。

③チーム医療に必要な協調精神とコミュニケーション能力を身に着けること。

関連教育アウトカム

①自律的継続的学習能力

②医療の社会性の理解

③コミュニケーション能力

キーワード

地域医療、コミュニケーション、地域保健医療福祉施設

学外施設実習として上記の関連教育アウトカムを達成するため、下記項目を学習・教育目標とする。

　医師として診療した患者が無事退院される時、医師の仕事はすばらしい、と感じるであろう。しかし、病気の治療だけが医師

の任務ではない。病気が治っても、その後、再発させないためには普段の生活から何をすべきか、そもそも健康な人が病気にな

らないためには何をすべきか、病気は治ったものの障害が残った人には何をすべきか、治療に見放された末期患者にどう対処す

るか、そして、要介護老人や精神・身体障害者には．．．。患者の治療だけでなく、これらすべてを含めて医師の仕事は成り

立っている。もちろんこれらの多彩な仕事は病院や診療所だけではできない。医師や医療機関を中心に、地域には住民の健康を

守り、福祉を増進する各種の施設や専門職が存在し、様々な協力関係の中、地域医療は成り立っている。

　さらに、医師として多様な施設の多様な専門職と共同して地域医療を円滑に進め、地域住民の多様なニーズに応えるために

は、医学を学ぶだけでなく、社会人としてのマナー、社会におけるルール、良識、医療人としての自覚といった、いわゆる社会

性を身につけていく必要がある。その上で、インフォームドコンセントや患者の人権を理解し、患者の苦しみや家族の気持ち、

人間愛などを汲み取れなければならない。

　こういった内容は、講義では必ずしも十分に学生諸君に伝わらないかもしれない。むしろ「百聞は一見に如かず」だと思われ

る。本地域医療プログラムでは１年から研修医までの長期間にわたって、地域に根ざし、住民に近いところで住民の健康を支え

る医師や医療関係者の姿を、実習を通して学ぶこととなる。

　地域医療教育Ⅰ学外施設実習では、地域の医療施設、保健センターなど健康の維持・増進のための施設、障害をもった人々の

ケアをする施設などを訪ね、そこで過ごす人々と触れあい、そこで働く医療関係者の仕事を見学・体験する。若いみなさんの柔

らかい頭脳と鋭い感性は現実の社会から多くのことを学ぶはずである。

上記の学習・教育目標の到達レベルを知るための具体的な目標を以下に示す。

①地域における保健、医療、福祉関係の施設の活動に触れ、様々な施設と職種によって地域医療は成り立っていることを習得す

る。

②他の医療職や住民と共同して地域医療を円滑に進めるために、社会人としてのマナー、社会におけるルール、良識、医療人と

しての自覚といった、いわゆる社会性を身につける。
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関連ディプロマポリシー

①積極的に課題に取り組み、自ら問題点を見いだし解決する姿勢を身につけること。

②患者に対する思いやりと奉仕の精神を身に着けること。

③チーム医療に必要な協調精神とコミュニケーション能力を身に着けること。

関連教育アウトカム

①自律的継続的学習能力

②医療の社会性の理解

③コミュニケーション能力

キーワード

地域医療、コミュニケーション、地域保健医療福祉施設

学外施設実習として上記の関連教育アウトカムを達成するため、下記項目を学習・教育目標とする。

　医師として診療した患者が無事退院される時、医師の仕事はすばらしい、と感じるであろう。しかし、病気の治療だけが医師

の任務ではない。病気が治っても、その後、再発させないためには普段の生活から何をすべきか、そもそも健康な人が病気にな

らないためには何をすべきか、病気は治ったものの障害が残った人には何をすべきか、治療に見放された末期患者にどう対処す

るか、そして、要介護老人や精神・身体障害者には．．．。患者の治療だけでなく、これらすべてを含めて医師の仕事は成り

立っている。もちろんこれらの多彩な仕事は病院や診療所だけではできない。医師や医療機関を中心に、地域には住民の健康を

守り、福祉を増進する各種の施設や専門職が存在し、様々な協力関係の中、地域医療は成り立っている。

　さらに、医師として多様な施設の多様な専門職と共同して地域医療を円滑に進め、地域住民の多様なニーズに応えるために

は、医学を学ぶだけでなく、社会人としてのマナー、社会におけるルール、良識、医療人としての自覚といった、いわゆる社会

性を身につけていく必要がある。その上で、インフォームドコンセントや患者の人権を理解し、患者の苦しみや家族の気持ち、

人間愛などを汲み取れなければならない。

　こういった内容は、講義では必ずしも十分に学生諸君に伝わらないかもしれない。むしろ「百聞は一見に如かず」だと思われ

る。本地域医療プログラムでは１年から研修医までの長期間にわたって、地域に根ざし、住民に近いところで住民の健康を支え

る医師や医療関係者の姿を、実習を通して学ぶこととなる。

　地域医療教育Ⅰ学外施設実習では、地域の医療施設、保健センターなど健康の維持・増進のための施設、障害をもった人々の

ケアをする施設などを訪ね、そこで過ごす人々と触れあい、そこで働く医療関係者の仕事を見学・体験する。若いみなさんの柔

らかい頭脳と鋭い感性は現実の社会から多くのことを学ぶはずである。

上記の学習・教育目標の到達レベルを知るための具体的な目標を以下に示す。

①地域における保健、医療、福祉関係の施設の活動に触れ、様々な施設と職種によって地域医療は成り立っていることを習得す

る。

②他の医療職や住民と共同して地域医療を円滑に進めるために、社会人としてのマナー、社会におけるルール、良識、医療人と

しての自覚といった、いわゆる社会性を身につける。

■成績評価方法および基準

実習発表会での発表における成果のとりまとめ能力、分析力、プレゼンテーション技量等を評価する。 30%

学外施設での実習とその事前、事後学習、発表準備やレポート作成におけるコラボレーションとリーダーシップ、学習に取り組

む姿勢等を評価する。 50%

レポートにおいて実習成果をまとめ、思考、推論、想像する力を評価する。 20%

■試験・課題に対するフィードバック方法

実習発表会において各班の発表毎にディスカッションを行い、最後に全発表についての講評を行う。

■教科書

【留意事項】実習要領および適宜資料を配布する

■参考文献

[ISBN]9784524263158 『NEW予防医学・公衆衛生学 (Nankodo’s essential wellーadvan)』 (南江堂 : 2012)

『厚生の指標　増刊　国民衛生の動向2017/2018』（厚生労働統計協会：2017）

■関連科目

総合医学

■授業評価アンケート実施方法

授業評価は実施規定に準拠して行うとともに、実習発表会の時に学生アンケートを行う。

■研究室・メールアドレス

公衆衛生学教室　pbl-h@med.kindai.ac.jp

■オフィスアワー

月曜日　12時10分～13時10分

■授業計画の内容及び時間外学修の内容・時間

第1回　オリエンテーション（全班）

　学外施設実習と総合医学の合同オリエンテーション

第2回　学外実習（1-7班）

　実際に学外の施設に行き、実習を行う。

第3回　学外実習（1-7班）

　実際に学外の施設に行き、実習を行う。

第4回　学外実習（1-7班）

　学内で発表会の準備を行う。

第5回　学外実習（1-7班）

　学内で発表会の準備を行う。

第6回　実習発表会（全班）

　学内で1-7班が実習発表を行う。

第7回　学外実習（8-14班）

　実際に学外の施設に行き、実習を行う。

第8回　学外実習（8-14班）

　実際に学外の施設に行き、実習を行う。

第9回　学外実習（8-14班）

　学内で発表会の準備を行う。

第10回　学外実習（8-14班）

　学内で発表会の準備を行う。

第11回　実習発表会（全班）

　学内で8-14班が実習発表を行う。

第12回　（総合医学）（全班）

第13回　学外実習（全班）

　学内でレポート作成を行う。

第14回　（総合医学）（全班）

第15回　学外実習（全班）

　学内でレポート作成を行う。

予習内容：実習施設の概要や事業内容、実習の目的について予習すること

予習時間：30分

復習内容：実習中に生じた疑問点や意見について復習すること

復習時間：30分
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第1回　オリエンテーション（全班）

　学外施設実習と総合医学の合同オリエンテーション

第2回　学外実習（1-7班）

　実際に学外の施設に行き、実習を行う。

第3回　学外実習（1-7班）

　実際に学外の施設に行き、実習を行う。

第4回　学外実習（1-7班）

　学内で発表会の準備を行う。

第5回　学外実習（1-7班）

　学内で発表会の準備を行う。

第6回　実習発表会（全班）

　学内で1-7班が実習発表を行う。

第7回　学外実習（8-14班）

　実際に学外の施設に行き、実習を行う。

第8回　学外実習（8-14班）

　実際に学外の施設に行き、実習を行う。

第9回　学外実習（8-14班）

　学内で発表会の準備を行う。

第10回　学外実習（8-14班）

　学内で発表会の準備を行う。

第11回　実習発表会（全班）

　学内で8-14班が実習発表を行う。

第12回　（総合医学）（全班）

第13回　学外実習（全班）

　学内でレポート作成を行う。

第14回　（総合医学）（全班）

第15回　学外実習（全班）

　学内でレポート作成を行う。

予習内容：実習施設の概要や事業内容、実習の目的について予習すること

予習時間：30分

復習内容：実習中に生じた疑問点や意見について復習すること

復習時間：30分

■ホームページ
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シラバス№： 1811900045

学外施設実習/総合医学（総合医学）科目名　：

英文名　：

奥村　二郎・安田　直史・東　賢一・水越　厚史担当者　：

医学科開講学科：

後期60時間 開講期： 必修科目必修選択の別：開講年次：単　位　： 1年次

科目区分： 基礎科目

備　考　：

■授業概要・方法等

〈授業の事前準備や事後の展開に必要な学習の方法（その1）〉

総合医学は、地域医療教育Ⅰ学外施設実習と表裏一体です。

1～7班と8～14班の2群に分け、8～14班が前半、1～7班が後半に講義を受けます。合同での講義（発表）も行います。

講義（図書発表を含む）後、学生は各自、所定の期日に講義レポート（テーマは各講師の講義内容、又は当日配布の個別のテー

マとします。他に図書レポートの作成・発表があります。

（1）グループごとに人数分＋数冊の図書を貸与するので、グループ内で各自重複しないように1冊を選択し、通読する。

（2）貸与する本に加えて、関連する図書を1冊、大学又は公的な図書館などで探し、期日までに指定の紙により、環境医学･行動

科学教室に届けること。

（3）通読した図書2冊について、それぞれ期日までにレポートを提出する。借りた本については、環境医学・行動科学教室ま

で、レポート提出日までに返却すること。

（4）総合医学図書発表では、1～１４班全員出席の上、学会口頭発表形式の図書発表会を開催します。

（5）レポートは本を読んで①わかったこと、②①について自ら考えたことを論理的に記載してください。

なお、講義・発表などでは、席を指定します。随時、着席の有無により出欠をとりますので、指定外の席や、遅刻、途中退出は

講師からの特段の指示ががある場合以外は欠席となります。

注1）講義レポートは、指定の提出日中（１６時４０分まで）に、講師控室に提出してください。課題は、それぞれの講義のテー

マとし、自筆に限ります。講義中にレポートを作成しないこと。また、授業の際に配布される試験用紙を用いること。図書レ

ポートは、指定の様式によること。

2）「レポート作成など」の時間は、学外に出ないでください。

3）遅刻した場合には、レポート用紙（試験用紙）を配布しないことがあります。

4）学生の提出した全てのレポート及び発表スライド、発言内容などは、教室ファイルに記録されるとともに、教室ＨＰや製本資

料などにおいて公表・公開される場合があります。（個人名がわからないように、イニシャルをつける場合もあります。）本文

または個人名の掲載・公表をなどを希望しない学生は１回目の講義が始まるまでに申し出ること。申し出があっても評価には影

響しません。申し出がない場合は了解したものとみなしますので、よく注意してください。

■学習・教育目標及び到達目標

関連ディプロマポリシー（3つ以下）

　①プロフェッショナルとしての高い使命感と倫理観を持ち、人に愛され、人に信頼され、人に尊敬される医師を目指すこと。

　②患者に対する思いやりと奉仕の精神、また、チームワークにおける協調精神を身につけること。

　③医師になるために必要な医学の知識と技能を修得し、さらに日々向上に努めること。

関連教育アウトカム （3つ以下）

　①倫理とプロフェッショナリズム

　②医学的知識

　③医療の社会性の理解

キーワード（5つ以下）

　社会医学、行動科学、環境医学、環境･衛生行政、健康リスク

〈学士力との関連性〉

①医学、医療の歴史と現状を広い視野から学ぶことによって、今後学習する専門的医学や医療の社会全体における位置づけを体

系的に理解する。

②患者や住民と共同して地域医療を円滑に進めるために、いわゆる社会性を身につけ、人権を理解し、患者の苦しみや家族の気

持ちを汲み取る素地を育成する。

③臨床医として働く上で必要な健康管理や医療を動かす社会的な仕組みのあり方について、自ら考え、革新する態度を身につけ

る。

④筆記試験とレポート発表との両方の合格点取得を必須とします。

■成績評価方法および基準

筆記試験（授業の題材をもとに、医療を広い視点でとらえることができるリテラシーを評価する。） 50%

レポート・発表（思考力、調査力、発表力を、授業への参加度、講義と図書のそれぞれのレポートの完成度とともに評価す

る。） 50%
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筆記試験（授業の題材をもとに、医療を広い視点でとらえることができるリテラシーを評価する。） 50%

レポート・発表（思考力、調査力、発表力を、授業への参加度、講義と図書のそれぞれのレポートの完成度とともに評価す

る。） 50%

■試験・課題に対するフィードバック方法

試験の問題や要点・解説は、「教室ホームページ上に事前・事後の教材・課題・各種テストなどを掲載（基礎知識の習得を行う

こと」を参照（試験の要点と解説の主なものは教室の学生ポータルサイト（ネット掲示板）に掲載します。自分の答案やレポー

トのコピーが掲載される場合がありますので、希望しない学生は、第1週の間に申し出てください。この場合、評価には影響しま

せん。）

授業評価アンケートや各班の連絡係からのメールは、試験・課題（ケース選択を含む）・学修支援システム・連携授業・産業界

や地域社会との連携・第3者評価・シラバス・評価基準への（教員及び学生からの）フィードバックに用います。

■教科書

[ISBN]9784524263158 『NEW予防医学・公衆衛生学 (Nankodo’s essential wellーadvan)』 (南江堂 : 2012)

■参考文献

〈グループ学修用課題図書〉

[ISBN]9784860301347 『天を敬い人を愛し医に生きる (ホット・ノンフィクション)』 (塩崎 均, 悠飛社 : 2009)

[ISBN]9784905690214 『とび出せ!AMDA(アムダ)―アジア医師連絡協議会の活動』 (菅波 茂, 厚生科学研究所 : 1995)

[ISBN]9784260001656 『日本の「医療の質」を問い直す』 (川上 武, 医学書院 : 2006)

[ISBN]9784061491410 『安楽死と尊厳死  医療の中の生と死 (講談社現代新書)』 (保阪 正康, 講談社 : 1993)

[ISBN]9784004302308 『酸性雨 (岩波新書)』 (石 弘之, 岩波書店 : 1992)

他約100冊（教室HPの学生ポータル（掲示板）の学生作成教材を参照）

■関連科目

なし

■授業評価アンケート実施方法

実施規定に準拠して行う。

■研究室・メールアドレス

研究棟7階 環境医学・行動科学教室・hygiene@med.kindai.ac.jp

〈グループ間で意見発表・評価し、振り返り：送付先）

■オフィスアワー

月曜～水曜　　9：30～16：00

（予約は不要ですが、内線3275まで電話してから来ること。）

■授業計画の内容及び時間外学修の内容・時間

下記の各題名に含まれる授業1時間当たりの予習･復習について

予習内容：授業内容に対応する公衆衛生学の教科書･参考書を読み、不明な語句について調べる。

予習時間：15分

復習内容：授業中に書き込んだ内容を整理して、不明な部分を調べる。

復習時間：15分

〈授業の進め方〉

【第1週】3－4　 奥村二郎、伊木雅之　　　　　　　オリエンテーション

　　　　　　　  東賢一、水越厚史

【第2週】3　　  米澤先生　　　　　　　　　　　　行動科学(医の倫理)（米澤先生講演）

　　　　 4　　  奥村二郎　　　　　　　　　　　　公衆衛生政策論（米澤先生レポート）

【第3週】3　　  安田先生　　　　　　　　　　　　行動科学(国際協力)

　　　　 4　　  奥村二郎　　　　　　　　　　　　公衆衛生政策論（安田先生ﾚﾎﾟｰﾄ）

【第4週】3　　  奥村二郎　　　　　　　　　　　　公衆衛生政策論

　　　　 4　　  奥村二郎　　　　　　　　　　　　公衆衛生政策論

【第5週】3　　  奥村二郎　　　　　　　　　　　　公衆衛生政策論

　　　　 4　　  奥村二郎　　　　　　　　　　　　公衆衛生政策論

【第6週】3－4  　奥村二郎、東賢一、水越厚史　　　実習発表会

【第7週】3　　　米澤先生　　　　　　　　　　　　行動科学(医の倫理)（米澤先生講演）

　　　　 4　　  奥村二郎　　　　　　　　　　　　公衆衛生政策論（米澤先生レポート

【第8週】3　  　奥村二郎　　　　　　　　　　　　公衆衛生政策論

　　　　 4 　　 奥村二郎　　　　　　　　　　　　公衆衛生政策論

【第9週】3　　  奥村二郎　　　　　　　　　　　　公衆衛生政策論

　　　　 4　　  奥村二郎　　　　　　　　　　　　公衆衛生政策論

【第10週】3　　 奥村二郎　　　　　　　　　　　　公衆衛生政策論

　　　　  4　 　奥村二郎・安田直史　　　　　　　行動科学(国際協力)

【第11週】3－4  奥村二郎、東賢一、水越厚史　　　実習発表会

【第12週】3－4　奥村二郎、東賢一、水越厚史　　　図書発表会（前半）

【第13週】3－4　奥村二郎、東賢一、水越厚史　　　学外実習

【第14週】3－4　奥村二郎、東賢一、水越厚史　　　図書発表会（後半）

【第15週】3－4　奥村二郎、東賢一、水越厚史　　　学外実習
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下記の各題名に含まれる授業1時間当たりの予習･復習について

予習内容：授業内容に対応する公衆衛生学の教科書･参考書を読み、不明な語句について調べる。

予習時間：15分

復習内容：授業中に書き込んだ内容を整理して、不明な部分を調べる。

復習時間：15分

〈授業の進め方〉

【第1週】3－4　 奥村二郎、伊木雅之　　　　　　　オリエンテーション

　　　　　　　  東賢一、水越厚史

【第2週】3　　  米澤先生　　　　　　　　　　　　行動科学(医の倫理)（米澤先生講演）

　　　　 4　　  奥村二郎　　　　　　　　　　　　公衆衛生政策論（米澤先生レポート）

【第3週】3　　  安田先生　　　　　　　　　　　　行動科学(国際協力)

　　　　 4　　  奥村二郎　　　　　　　　　　　　公衆衛生政策論（安田先生ﾚﾎﾟｰﾄ）

【第4週】3　　  奥村二郎　　　　　　　　　　　　公衆衛生政策論

　　　　 4　　  奥村二郎　　　　　　　　　　　　公衆衛生政策論

【第5週】3　　  奥村二郎　　　　　　　　　　　　公衆衛生政策論

　　　　 4　　  奥村二郎　　　　　　　　　　　　公衆衛生政策論

【第6週】3－4  　奥村二郎、東賢一、水越厚史　　　実習発表会

【第7週】3　　　米澤先生　　　　　　　　　　　　行動科学(医の倫理)（米澤先生講演）

　　　　 4　　  奥村二郎　　　　　　　　　　　　公衆衛生政策論（米澤先生レポート

【第8週】3　  　奥村二郎　　　　　　　　　　　　公衆衛生政策論

　　　　 4 　　 奥村二郎　　　　　　　　　　　　公衆衛生政策論

【第9週】3　　  奥村二郎　　　　　　　　　　　　公衆衛生政策論

　　　　 4　　  奥村二郎　　　　　　　　　　　　公衆衛生政策論

【第10週】3　　 奥村二郎　　　　　　　　　　　　公衆衛生政策論

　　　　  4　 　奥村二郎・安田直史　　　　　　　行動科学(国際協力)

【第11週】3－4  奥村二郎、東賢一、水越厚史　　　実習発表会

【第12週】3－4　奥村二郎、東賢一、水越厚史　　　図書発表会（前半）

【第13週】3－4　奥村二郎、東賢一、水越厚史　　　学外実習

【第14週】3－4　奥村二郎、東賢一、水越厚史　　　図書発表会（後半）

【第15週】3－4　奥村二郎、東賢一、水越厚史　　　学外実習

■ホームページ

近畿大学医学部　環境医学・行動科学教室　http://www.med.kindai.ac.jp/hygie/
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シラバス№： 1811900001

環境と社会科目名　：

英文名　：

東　賢一担当者　：

医学科開講学科：

後期2単位 開講期： 必修科目必修選択の別：開講年次：単　位　： 1年次

科目区分： 共通教養科目

備　考　：

■授業概要・方法等

産業の発達とともに、さまざまな環境汚染が発生し、人の健康や生態系、そして社会経済や医療に対しても多大な影響を及ぼし

てきた。このような環境汚染による影響を未然に防止し、持続可能な社会を形成するため、私たちはどのように考えていくべき

か。本講義では、「Remember the Past – Protect the Future: 過去を振り返り、未来を守る」をモットーに、環境汚染問題に

ついていくつかの事例や施策を通じて理解し、公衆衛生の視点にたって、自らの考えを導き出すことを目標としている。

■学習・教育目標及び到達目標

関連ディプロマポリシー

①社会における医学と医療の役割を理解し、医師としての倫理観、自己規制力、責任感、使命感を身につけること。

②他者を理解できる幅広い教養と、ステークホルダーとのコミュニケーション能力を身につけること。

③積極的に課題に取り組み、自ら問題点を見いだし解決する姿勢を身につけること。

関連教育アウトカム

①倫理とプロフェッショナリズム

②医療の社会性の理解

③自律的継続的学習能力

キーワード

環境、健康、疾病予防、リスク、要因

一般目標（GIO）

保健医療従事者、行政における医系技官、医学研究者などの立場において、人の健康に影響を及ぼす環境汚染に対してどのよう

に理解し、どのように取り組んでいくか、その基礎知識を習得する。

行動目標（SBOs）

講義で学んだ事例や健康リスク評価法、施策等を通じて以下の点を考え、説明できる。

 1. 環境汚染の原因（汚染源や汚染物質）は何か、それらの原因の特徴は何か

 2. それらの原因によって起こる人の健康影響にはどのようなものがあるか

 3. どのような対策（法規制等を含めて）がなされてきたか

 4. 公衆衛生上、どのような問題や課題があるか

 5. 公衆衛生上、今後どのように取り組むべきか

■成績評価方法および基準

定期試験(環境汚染に関するリテラシーと、その取り組みの概要について、思考、推論する力も含めて評価する） 100%

■試験・課題に対するフィードバック方法

最終講義のグループ討論で課題に対する取り組みについて解説及び討論を行い、教員からフィードバックを行う。再試験者に対

しては、個別相談によるフィードバック及び指導を行う。

■教科書

毎回講義時にテキストを配布。それらをファイルにとじて講義全体のテキストとすること。

■参考文献

政野 淳子 　　　　　　　『四大公害病』　 中公新書　　　　[ISBN]9784121022370

大竹 千代子, 東　賢一　 『予防原則』 　　合同出版　　　　[ISBN]9784772603331

■関連科目

なし

■授業評価アンケート実施方法

実施規定に準拠して行う。

63



実施規定に準拠して行う。

■研究室・メールアドレス

環境医学・行動科学教室医局：hygiene@med.kindai.ac.jp

■オフィスアワー

水曜　PM5-6時（予約不要であるが内線3275まで事前に連絡すること）

■授業計画の内容及び時間外学修の内容・時間

下記の各題名に含まれる授業1時間当たりの予習・復習について

予習内容：授業の概要に含まれる語句について、その意義を調べる。

予習時間：15分

復習内容：授業中にテキストに書き込んだ内容をもとに、授業における主な要点を整理する。

復習時間：15分

第1回  講義１：公衆衛生概論

環境関連疾病とその予防

第2回  講義２：近年の公害

公害から学ぶこと（１）：日本の公害問題

第3回  講義３：産業公害

公害から学ぶこと（２）：産業公害と法規制

第4回  講義４：環境汚染事例（１）

環境汚染による健康影響と対策：PM2.5を事例として

第5回  講義５：環境汚染事例（２）

環境汚染による健康影響と対策：環境放射線を事例として

第6回  講義６：環境汚染事例（３）

環境汚染による健康影響と対策：アスベスト（石綿）を事例として

第7回  講義７：環境汚染事例（４）

環境汚染による健康影響と対策：室内汚染を事例として

第8回  講義８：環境・衛生行政

環境汚染の評価と対策：環境リスク評価、環境基準、排出基準

第9回  講義９：リスクコミュニケーション

一般住民のリスク認知とリスクコミュニケーション

第10回  講義１０：予防原則（１）

予防原則とは：人の健康と環境の保護のための基本理念

第11回  講義１１：予防原則（２）

適用事例（１）：対応の遅れで健康被害が拡大した事例

第12回  講義１２：予防原則（３）

適用事例（２）：早期に対応した事例

第13回  講義１３：科学的エビデンス

科学的エビデンスについて

第14回  講義１４：国際機関、グループ討論

国際的な取り組み、グループ討論：公衆衛生の視点から考えること

第15回  講義１５：グループ発表

グループ発表会：公衆衛生の視点から考えること

■ホームページ
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シラバス№： 1811900019

機能Ⅰ科目名　：

英文名　：

稲瀨　正彦・重吉　康史・岡田　斉・村田　哲・長野　護・岩永　賢司・

渡邉　智裕・千葉　惇・松尾　拓哉・生塩　研一・寒川　真・藤浪　菜穂子・

髙良　沙幸・高田　昌彦・南部　篤・渋谷　まさと・中陦　克己

担当者　：

医学科開講学科：

100時間 開講期： 必修科目必修選択の別：開講年次：単　位　： 2年次

科目区分： 専門科目

備　考　：

■授業概要・方法等

　本科目では、臨床医学を学ぶにあたり基礎となる正常な人体の機能について、呼吸器系と消化器系、そして神経系に関して学

修する。これらの器官系について、「機能」を中心に「構造」と「物質の動き」を加えた三つの観点を関連させながら、さらに

臨床医学の視点を加えて、統合的に学修する。医学部全体の教育目標の中でも、特に、「医師として必要な基礎的知識の修

得」、「自ら問題を解決する積極的な態度の養成」、「広い学問的視野の育成」を目標とする。

　授業では、生理学や解剖学の専門教官による講義を中心に、学生小グループによるテュートリアル、脳解剖実習や神経生理実

習などを実施して、上記の目標を達成できるように学修する。全ての授業の終了後、学生の授業内容についての理解度を総括的

に評価するため、呼吸器系・消化器系と神経系に分けて、筆記試験を実施する。

■学習・教育目標及び到達目標

関連ディプロマポリシー

１．医学の知識と技能： 医師になるために必要な医学の知識と技能を修得し、さらに日々向上に努めること。

２．自律的学習能力： 積極的に課題に取り組み、さらに自ら問題点を見いだし解決する姿勢を身につけること。

関連教育アウトカム

１．医学的知識

２．自律的継続的学習能力

３．課題解決能力と医学研究への連結

キーワード

神経、呼吸器、消化器、機能、構造

一般目標

１．呼吸器系の正常機能を理解する。

２．消化器系の正常機能を理解する。

３．中枢神経系の正常構造と機能を理解する。

行動目標

１．呼吸器系の正常機能、呼吸運動、ガス交換、呼吸調節、血液によるガスの運搬などを説明できる。

２．消化器系の正常機能、運動、分泌、消化、吸収などを説明できる。

３．中枢神経系の正常構造を説明できる。大脳から脊髄まで各領域の水平断面図を書き、代表的構造物を示すことができる。

４，中枢神経系の正常機能、感覚、認知、行動制御などを説明できる。

５．感覚、視覚、聴覚、体性感覚などの受容のしくみを説明できる。

■成績評価方法および基準

定期試験 80%

テュートリアル：討論での発言と自己学習を評価する。 10%

実習：レポートと取り組みの積極性を評価する。 10%

■試験・課題に対するフィードバック方法

試験終了後（試験期間終了後）に「試験の要点と解説」を掲示板に掲載します。

■教科書

[ISBN]9784895925730 「リープマン神経解剖学　第3版」 （依藤　宏 訳、メディカル・サイエンス・インターナショナル）
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■参考文献

[ISBN]9784784931804 「カラー図解　人体の正常構造と機能　第3版」 (坂井　建雄 ／河原　克雅 編、日本医事新報社)

[ISBN]9784260017817 「標準生理学　第8版」 （小澤　瀞司 他監、医学書院）

■関連科目

生命科学 解剖学　生化学

神経内科学　脳神経外科学　呼吸器病学　消化器病学

■授業評価アンケート実施方法

実施規定に基づいて実施する。

■研究室・メールアドレス

seirigaku@edu.med.kindai.ac.jp

■オフィスアワー

生理学教室において、Unit３期間中は平日12時から13時、その他の期間は金曜日12時から13時

■授業計画の内容及び時間外学修の内容・時間

呼吸器系・消化器系

テュートリアル１ 呼吸器系の事例を題材にして、小グループでの討論を軸に、呼吸器機能の理解を深める。

呼吸器系・総論 呼吸器系の構成と機能の概要を講義する。

呼吸器系の機能 呼吸器系の機能について、Q&A形式で、段階的な双方向性授業を実施する。

呼吸器系の構造 呼吸器系の肉眼的および組織学的な構造について講義する。

ガス交換 肺胞における酸素や二酸化炭素の交換の仕組みについて講義する。

呼吸運動とその調節 呼吸運動による換気とその神経性・化学的調節について講義する。

血液ガスの運搬 血液による酸素や二酸化炭素の運搬について講義する。

呼吸器臨床につながる生理学　呼吸器臨床と、その基礎生理学との関連について講義する。

消化器の構造 消化器系の肉眼的および組織学的な構造について講義する。

消化液の分泌 胃液や膵液など、消化液の分泌機構とその調節について講義する。

消化管の運動 嚥下、蠕動運動など、消化管運動の制御機構について講義する。

食物の消化 炭水化物やタンパク質、脂質などの消化過程について講義する。

消化管での吸収 炭水化物やタンパク質、脂質などの、消化管での吸収機構について講義する。

肝臓の機能 代謝センターとして働く、肝臓の機能について講義する。

消化器臨床につながる生理学　消化器臨床と、その基礎生理学との関連について講義する。

神経系

テュートリアル２ 神経系の事例を題材にして、小グループでの討論を軸に、神経細胞の働きの理解を深める。

テュートリアル３ 脳損傷の事例を題材にして、小グループでの討論を軸に、脳の機能解剖の理解を深める。

膜電位 イオンチャネルの特性と静止膜電位の発生機構について講義する。

活動電位 神経細胞の活動電位の発生機構や興奮の伝導機構について講義する。

シナプス伝達 シナプスの基本構成と、神経筋接合部におけるシナプス伝達について講義する。

筋収縮 興奮収縮連関や滑り説など、骨格筋の収縮機構について講義する。

中枢シナプス 脳や脊髄に存在する中枢性シナプスの特性について講義する。

脳の基本構造 大脳、小脳、脳幹など、脳の構造の概略について講義する。

脊髄反射 伸張反射や屈曲反射など、脊髄反射のしくみについて講義する。

脊髄伝導路 脊髄の構造と、脊髄の上行性・下行性伝導路について講義する。

臨床神経解剖 神経局在診断の基礎と応用について、事例を通して、講義する。

自律神経 交感神経と副交感神経からなる自律神経の構成と特徴について講義する。

体性感覚 体性感覚の受容機構と伝導路について講義する。

聴覚と前庭感覚 聴覚と、半規管や耳石器による前庭感覚の受容機構について講義する。

神経発生と先天異常 神経系の発生機構やその先天異常について講義する。

視覚 視覚の受容機構と伝導路、大脳視覚野の働きについて講義する。

運動制御 大脳運動野の特徴や眼球運動の神経機構について講義する。

脳幹 脳幹の神経核と伝導路について講義する。

大脳皮質と視床 大脳皮質の構造上の特徴や視床の構成について講義する。

大脳辺縁系 大脳辺縁系の構成と、記憶や情動など、その役割について講義する。

小脳と大脳基底核 小脳と大脳基底核の、機能的構成や役割について講義する。

脳循環 脳に分布する動静脈と、脳脊髄液の流れについて講義する。

味覚と嗅覚 味覚と嗅覚の受容機構について講義する。

大脳連合野 前頭・頭頂・側頭連合野などの破壊症状と役割について講義する。

視床下部と体内時計 視床下部の構成や機能と、体内時計の仕組みについて講義する。

言語と脳の左右差 言語の神経機構と脳の左右差について講義する。

神経系臨床につながる生理学　神経系の臨床と、その神経生理学との関連について講義する。

脳解剖実習 脳の肉眼解剖実習を通して、脳構造の理解を深める。

神経生理実習 脳波測定、誘発筋電図、筋疲労などの神経生理実習により、神経・筋機能の理解を深める。

予習内容：テュートリアル１回あたりの自己学習について

自己学習内容：討論により設定された疑問点について、教科書や他の情報源を活用して、解決する。

予習時間：60分

復習内容：上記の講義１コマあたりの復習について

復習内容：配付資料に従って講義内容を整理し、関連する教科書を読み、不明な部分は調べる。

復習時間：15分
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呼吸器系・消化器系

テュートリアル１ 呼吸器系の事例を題材にして、小グループでの討論を軸に、呼吸器機能の理解を深める。

呼吸器系・総論 呼吸器系の構成と機能の概要を講義する。

呼吸器系の機能 呼吸器系の機能について、Q&A形式で、段階的な双方向性授業を実施する。

呼吸器系の構造 呼吸器系の肉眼的および組織学的な構造について講義する。

ガス交換 肺胞における酸素や二酸化炭素の交換の仕組みについて講義する。

呼吸運動とその調節 呼吸運動による換気とその神経性・化学的調節について講義する。

血液ガスの運搬 血液による酸素や二酸化炭素の運搬について講義する。

呼吸器臨床につながる生理学　呼吸器臨床と、その基礎生理学との関連について講義する。

消化器の構造 消化器系の肉眼的および組織学的な構造について講義する。

消化液の分泌 胃液や膵液など、消化液の分泌機構とその調節について講義する。

消化管の運動 嚥下、蠕動運動など、消化管運動の制御機構について講義する。

食物の消化 炭水化物やタンパク質、脂質などの消化過程について講義する。

消化管での吸収 炭水化物やタンパク質、脂質などの、消化管での吸収機構について講義する。

肝臓の機能 代謝センターとして働く、肝臓の機能について講義する。

消化器臨床につながる生理学　消化器臨床と、その基礎生理学との関連について講義する。

神経系

テュートリアル２ 神経系の事例を題材にして、小グループでの討論を軸に、神経細胞の働きの理解を深める。

テュートリアル３ 脳損傷の事例を題材にして、小グループでの討論を軸に、脳の機能解剖の理解を深める。

膜電位 イオンチャネルの特性と静止膜電位の発生機構について講義する。

活動電位 神経細胞の活動電位の発生機構や興奮の伝導機構について講義する。

シナプス伝達 シナプスの基本構成と、神経筋接合部におけるシナプス伝達について講義する。

筋収縮 興奮収縮連関や滑り説など、骨格筋の収縮機構について講義する。

中枢シナプス 脳や脊髄に存在する中枢性シナプスの特性について講義する。

脳の基本構造 大脳、小脳、脳幹など、脳の構造の概略について講義する。

脊髄反射 伸張反射や屈曲反射など、脊髄反射のしくみについて講義する。

脊髄伝導路 脊髄の構造と、脊髄の上行性・下行性伝導路について講義する。

臨床神経解剖 神経局在診断の基礎と応用について、事例を通して、講義する。

自律神経 交感神経と副交感神経からなる自律神経の構成と特徴について講義する。

体性感覚 体性感覚の受容機構と伝導路について講義する。

聴覚と前庭感覚 聴覚と、半規管や耳石器による前庭感覚の受容機構について講義する。

神経発生と先天異常 神経系の発生機構やその先天異常について講義する。

視覚 視覚の受容機構と伝導路、大脳視覚野の働きについて講義する。

運動制御 大脳運動野の特徴や眼球運動の神経機構について講義する。

脳幹 脳幹の神経核と伝導路について講義する。

大脳皮質と視床 大脳皮質の構造上の特徴や視床の構成について講義する。

大脳辺縁系 大脳辺縁系の構成と、記憶や情動など、その役割について講義する。

小脳と大脳基底核 小脳と大脳基底核の、機能的構成や役割について講義する。

脳循環 脳に分布する動静脈と、脳脊髄液の流れについて講義する。

味覚と嗅覚 味覚と嗅覚の受容機構について講義する。

大脳連合野 前頭・頭頂・側頭連合野などの破壊症状と役割について講義する。

視床下部と体内時計 視床下部の構成や機能と、体内時計の仕組みについて講義する。

言語と脳の左右差 言語の神経機構と脳の左右差について講義する。

神経系臨床につながる生理学　神経系の臨床と、その神経生理学との関連について講義する。

脳解剖実習 脳の肉眼解剖実習を通して、脳構造の理解を深める。

神経生理実習 脳波測定、誘発筋電図、筋疲労などの神経生理実習により、神経・筋機能の理解を深める。

予習内容：テュートリアル１回あたりの自己学習について

自己学習内容：討論により設定された疑問点について、教科書や他の情報源を活用して、解決する。

予習時間：60分

復習内容：上記の講義１コマあたりの復習について

復習内容：配付資料に従って講義内容を整理し、関連する教科書を読み、不明な部分は調べる。

復習時間：15分

定期試験

全ての授業の終了後、学生の授業内容についての理解度を総括的に評価するため、呼吸器系・消化器系と神経系に分けて、筆記

試験を実施する。試験では、記述式問題を90%以上とする。

■ホームページ
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シラバス№： 1811900020

機能Ⅱ科目名　：

英文名　：

梶　博史・河尾　直之・辰巳　公平・石田　昌義・髙藤 義正・上嶋　繁・

栗田　隆志・岡田　清孝・賴　晋也・森田　啓之

担当者　：

医学科開講学科：

125時間 開講期： 必修科目必修選択の別：開講年次：単　位　： 2年次

科目区分： 専門科目

備　考　：

■授業概要・方法等

1. 機能IIでは、生理学のうち、心臓・循環器系、内分泌系、腎・尿路系、血液系の分野を習得する。正常な機能を学び、臨床に

直結する病態生理も学んでいく。臨床医学の学習に直結する生理学を習得することを目標とする。

2. 一般的な講義形式の授業や実習に加えて、学習の動機・印象付け、問題抽出・解決能力の涵養、自己学習・討論の習慣が身に

付くようにテュートリアル (Problem-Based Learning)、発表・討論、演習(相互学習)とQ&Aなどの学生参加型の授業を設け

る。

3. 講義内容には、生理学・病態生理の習得を効果的にするために、臨床医学の疫学・診断・治療の内容も含まれる。また、正常

な解剖・組織、生化学・分子生物学、薬理学の内容も学習の効果を促進する範囲内で解説する。

4. 主に再生機能医学の教員が講義を行うが、一部の講義では臨床系の心臓血管センター・血液内科の教員や学外講師による講義

を行う(ユニット責任者も臨床系教員出身である。)。

5. 主としてパワーポイントスライドを用いて講義を行うが、併せて授業内容を要約した資料を配布する。資料はあくまでも講義

の参考資料であり、講義内容を網羅するものではないことを留意する。講義を聴講することにより、学習のポイントを把握し、

ノートをとることを推奨する。また、講義内容には一部最新トピックスや臨床医学・他の基礎医学分野の内容を含むため、講義

内容全てが必ずしも試験の出題項目ではないことに注意が必要である。本試験については、生理学・病態生理の内容を中心に出

題する。

5. 学生からの質問は随時受け付けるが、学生がより積極的に質問できる時間としてQ&Aやオフィスアワーを設ける。それ以外の

時間も積極的な質問を推奨する。

6. 講義内容の理解状況を確認するための小テスト（毎週）、Unit終了後の総括的評価のための本試験を行い、カリキュラムの習

得度を評価する。

7. 実習とテュートリアルについては、出席とレポート提出は必須である。

8. 生理学は、臨床医学を学習するための基礎学問としてきわめて重要である。教育内容の丸暗記ではなく、理論的に理解するこ

とを心がけて学習する必要がある。

9. 本試験で合格点を得るのに必要な学習のためには、簡易な参考書やプリント、過去問のみの学習では不充分である。理論的に

理解するためには、講義と併行してしっかりした教科書を読んで復習し、学習する必要がある。教科書はユニットが開始するよ

りも、できるだけ早期に購入しておくことが望ましい。

10. 小テストは講義の習得度を評価するための形成試験であり、講義を聴講することにより習得できる範囲の選択式試験とす

る。

■学習・教育目標及び到達目標

対応ディプローマポリシー

　医学知識と技能の修得 (DP1)

　自ら問題を解決する積極的な態度 (DP2)

対応教育アウトカム

【医学的知識】

【自律的継続的学習能力】

【課題解決能力】

キーワード

　生理学、循環器、内分泌、腎臓、血液

上記の関連教育アウトカムを達成するため、下記項目を学習・教育目標とする。

1. 循環系における心臓の役割を学習し、心臓のポンプ作用を理解する。

2. 循環系がどのようなメカニズムで恒常性を保っているのかを学習し、血圧、循環血液量の調節機構を理解する。循環系の恒常

性が破綻した際の病態生理を理解する。

3. 内分泌系の臓器から分泌されるホルモンの種類とその生理作用および関連した病態生理を学習し、恒常性を維持するためのホ

ルモン分泌調節機構について理解する。

4. 腎臓での糸球体や尿細管の機能による尿産生のしくみと体液の恒常性維持機構を学習し、多彩な腎機能について理解する。

5. 血液の組成とその生理的意義を学び、血液の流動性の保持および止血の生理的メカニズムを理解する。

上記の学習・教育目標の到達レベルを知るための具体的な目標を以下に示す。

1-1.心臓と循環系の構造と機能の関係を説明できる。

1-2.心筋の興奮収縮連関について骨格筋・平滑筋と対比して説明できる。

1-3.律動的な洞調律の発生メカニズムを説明できる。

1-4.刺激伝導系の略図を描き、それぞれの生理的役割について説明できる。

1-5.心周期について説明でき、心音との関連を理解する。

1-6.正常心電図の成立機序を理解し、心電図の記録とその解析ができる。

1-7.血圧、血流、血管抵抗との関係を説明できる。

1-8.心臓のスターリングの法則について説明できる。

1-9.心拍出量曲線と静脈還流量曲線及び圧容量曲線を描き、それぞれの曲線の調節機構について説明できる。

1-10.心拍出量の調節メカニズムと心不全の病態生理について説明できる。

1-11.冠循環の特徴と病態生理について説明できる。

1-12.組織修復機構、再生の３要素、幹細胞について説明できる。

2-1.動脈と静脈の生理的役割、相違を説明できる。

2-2.毛細血管に作用する力を知り、物質交換の原理を説明できる。

2-3.末梢組織での体液の移動を説明できる。

2-4.浮腫の病態生理を説明できる。

2-5.血圧測定法の原理と方法について説明できる。

2-6.血圧調節機構（短期、中期、長期的調節機構）を説明できる。

2-7.循環系の局所性、神経性、内分泌性調節を説明できる。

2-8.運動時の循環調節について説明できる。

2-9.血圧異常および循環性ショックの病態生理について説明できる。

2-10.特殊な局所循環（脳・腹腔・皮膚・胎盤循環）について説明できる。

3-1.ホルモンの種類を構造、作用機構、調節機構の観点から説明できる。

3-2.ホルモンのフィードバック制御について説明できる。

3-3.視床下部ホルモンの種類、調節機構について説明できる。

3-4.下垂体前葉・後葉ホルモンの調節機構、生理作用、病態生理について説明できる。

3-5.甲状腺ホルモンの産生、調節機構、生理作用、代謝、病態生理について説明できる。

3-6.カルシウム代謝調節ホルモンの産生・調節機構、生理作用、病態生理について説明できる。

3-7.骨形成・吸収機構と骨代謝調節、病態生理について説明できる。

3-8.副腎皮質ホルモンの産生・調節機構、生理作用、病態生理について説明できる。

3-9.副腎髄質ホルモンの産生・調節機構、生理作用、病態生理について説明できる。

3-10.膵臓から分泌されるホルモンの生理作用、血糖の調節機構、病態生理について説明できる。

3-11.卵巣、精巣、胎盤から分泌されるホルモンの調節機構、生理作用について、性周期・妊娠・出産と関連づけて説明でき、そ

の病態生理を理解する。

4-1.ネフロンおよび尿路の構造について説明できる。

4-2.腎糸球体濾過量、腎血漿流量とその調節について説明できる。

4-3.クリアランスの概念と腎機能異常の病態生理を説明できる。

4-4.尿細管での電解質・糖・酸・塩基の再吸収・分泌のメカニズムとその調節機構について説明できる。

4-5.尿濃縮機構や腎の対向流理論と体液・浸透圧調節機構を説明できる。

4-6.酸・塩基平衡調節機構について説明できる。

4-7.排尿機構について説明できる。

5-1.赤血球の成熟過程とその生理的作用を説明できる。

5-2.造血過程における鉄代謝を説明できる。

5-3.白血球の種類・分化機構とそれぞれの生理作用を説明できる。

5-4.血小板の分化機構と生理作用を説明できる。

5-5.止血反応の生理学的メカニズムを説明できる。

5-6.血液凝固線溶系を説明できる。

5-7.貧血、止血異常、白血球異常の病態生理について説明できる。

5-8.血液型の概念および血漿蛋白について説明できる。
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対応ディプローマポリシー

　医学知識と技能の修得 (DP1)

　自ら問題を解決する積極的な態度 (DP2)

対応教育アウトカム

【医学的知識】

【自律的継続的学習能力】

【課題解決能力】

キーワード

　生理学、循環器、内分泌、腎臓、血液

上記の関連教育アウトカムを達成するため、下記項目を学習・教育目標とする。

1. 循環系における心臓の役割を学習し、心臓のポンプ作用を理解する。

2. 循環系がどのようなメカニズムで恒常性を保っているのかを学習し、血圧、循環血液量の調節機構を理解する。循環系の恒常

性が破綻した際の病態生理を理解する。

3. 内分泌系の臓器から分泌されるホルモンの種類とその生理作用および関連した病態生理を学習し、恒常性を維持するためのホ

ルモン分泌調節機構について理解する。

4. 腎臓での糸球体や尿細管の機能による尿産生のしくみと体液の恒常性維持機構を学習し、多彩な腎機能について理解する。

5. 血液の組成とその生理的意義を学び、血液の流動性の保持および止血の生理的メカニズムを理解する。

上記の学習・教育目標の到達レベルを知るための具体的な目標を以下に示す。

1-1.心臓と循環系の構造と機能の関係を説明できる。

1-2.心筋の興奮収縮連関について骨格筋・平滑筋と対比して説明できる。

1-3.律動的な洞調律の発生メカニズムを説明できる。

1-4.刺激伝導系の略図を描き、それぞれの生理的役割について説明できる。

1-5.心周期について説明でき、心音との関連を理解する。

1-6.正常心電図の成立機序を理解し、心電図の記録とその解析ができる。

1-7.血圧、血流、血管抵抗との関係を説明できる。

1-8.心臓のスターリングの法則について説明できる。

1-9.心拍出量曲線と静脈還流量曲線及び圧容量曲線を描き、それぞれの曲線の調節機構について説明できる。

1-10.心拍出量の調節メカニズムと心不全の病態生理について説明できる。

1-11.冠循環の特徴と病態生理について説明できる。

1-12.組織修復機構、再生の３要素、幹細胞について説明できる。

2-1.動脈と静脈の生理的役割、相違を説明できる。

2-2.毛細血管に作用する力を知り、物質交換の原理を説明できる。

2-3.末梢組織での体液の移動を説明できる。

2-4.浮腫の病態生理を説明できる。

2-5.血圧測定法の原理と方法について説明できる。

2-6.血圧調節機構（短期、中期、長期的調節機構）を説明できる。

2-7.循環系の局所性、神経性、内分泌性調節を説明できる。

2-8.運動時の循環調節について説明できる。

2-9.血圧異常および循環性ショックの病態生理について説明できる。

2-10.特殊な局所循環（脳・腹腔・皮膚・胎盤循環）について説明できる。

3-1.ホルモンの種類を構造、作用機構、調節機構の観点から説明できる。

3-2.ホルモンのフィードバック制御について説明できる。

3-3.視床下部ホルモンの種類、調節機構について説明できる。

3-4.下垂体前葉・後葉ホルモンの調節機構、生理作用、病態生理について説明できる。

3-5.甲状腺ホルモンの産生、調節機構、生理作用、代謝、病態生理について説明できる。

3-6.カルシウム代謝調節ホルモンの産生・調節機構、生理作用、病態生理について説明できる。

3-7.骨形成・吸収機構と骨代謝調節、病態生理について説明できる。

3-8.副腎皮質ホルモンの産生・調節機構、生理作用、病態生理について説明できる。

3-9.副腎髄質ホルモンの産生・調節機構、生理作用、病態生理について説明できる。

3-10.膵臓から分泌されるホルモンの生理作用、血糖の調節機構、病態生理について説明できる。

3-11.卵巣、精巣、胎盤から分泌されるホルモンの調節機構、生理作用について、性周期・妊娠・出産と関連づけて説明でき、そ

の病態生理を理解する。

4-1.ネフロンおよび尿路の構造について説明できる。

4-2.腎糸球体濾過量、腎血漿流量とその調節について説明できる。

4-3.クリアランスの概念と腎機能異常の病態生理を説明できる。

4-4.尿細管での電解質・糖・酸・塩基の再吸収・分泌のメカニズムとその調節機構について説明できる。

4-5.尿濃縮機構や腎の対向流理論と体液・浸透圧調節機構を説明できる。

4-6.酸・塩基平衡調節機構について説明できる。

4-7.排尿機構について説明できる。

5-1.赤血球の成熟過程とその生理的作用を説明できる。

5-2.造血過程における鉄代謝を説明できる。

5-3.白血球の種類・分化機構とそれぞれの生理作用を説明できる。

5-4.血小板の分化機構と生理作用を説明できる。

5-5.止血反応の生理学的メカニズムを説明できる。

5-6.血液凝固線溶系を説明できる。

5-7.貧血、止血異常、白血球異常の病態生理について説明できる。

5-8.血液型の概念および血漿蛋白について説明できる。

■成績評価方法および基準

本試験、実習、テュートリアル（本試験の比率は70%以上とするが、内容の９割程度は記述式とする。本試験および評価は、心

臓・循環器系と血液・内分泌・腎・尿路系の２回に分けて行う。） 95%

小テスト 5%
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本試験、実習、テュートリアル（本試験の比率は70%以上とするが、内容の９割程度は記述式とする。本試験および評価は、心

臓・循環器系と血液・内分泌・腎・尿路系の２回に分けて行う。） 95%

小テスト 5%

■試験・課題に対するフィードバック方法

実習レポートはユニット期間内にコメント等を記載して返却する。

小テスト終了後に模範答案を講義室に掲載する。

本試験の模範答案は公開しないが、過去問を使用した理解の難しい重要項目に関する課題演習を週１～２回行う。

■教科書

[ISBN]9784260017817 『標準生理学 (Standard textbook)』 (医学書院 : 2014)

■参考文献

[ISBN]9784784931804 『カラー図解 人体の正常構造と機能 全10巻縮刷版【電子書籍つき】』 (日本医事新報社 : 2017)

[ISBN]9784860349066 『コスタンゾ明解生理学』 (リンダ・S.コスタンゾ, エルゼビア・ジャパン : 2007)

[ISBN]9784860347741 『ガイトン生理学 原著第13版』 (アーサー・C. ガイトン, エルゼビア・ジャパン : 2018)

[ISBN]9784895927208 『ハーバード大学テキスト 血液疾患の病態生理』 (メディカルサイエンスインターナショナル :

2012)

[ISBN]9784895928915 『ハーバード大学テキスト 心臓病の病態生理 第4版』 (メディカルサイエンスインターナショナル :

2017)

■関連科目

機能I (生理学)、人体構造I (解剖学・組織学)、人体構造II (解剖学・組織学)、生化学、分子生物学、薬理学、臨床各論I (内分泌

代謝内科学)、臨床各論II (循環器内科学、腎臓内科学、泌尿器学)、臨床各論IV (血液内科学)、臨床各論V (整形外科学)、臨床各

論VI (産科婦人科学)

■授業評価アンケート実施方法

実施規定に準拠して実施する。講座独自の無記名アンケートをユニット中に２回実施する。

■研究室・メールアドレス

研究棟6階 再生機能医学教室・saiseiri@med.kindai.ac.jp

■オフィスアワー

月曜　PM5-6時

■授業計画の内容及び時間外学修の内容・時間

1 総論:心臓・循環系の構造と機能の関連、心臓・循環系のアウトライン、重要な心臓・循環器系疾患の概念

2 心臓、脈管の構造:肺循環と体循環、心臓弁の構造、脈管の種類・構造

3 興奮収縮連関:心筋の活動電位発生とイオンチャネル、心筋の収縮過程、基本的な不整脈の病態生理

4 刺激伝導系:心筋細胞の特徴、心臓の刺激伝導系、洞房結節と房室結節、生理的調節と病態生理

5 心周期:周期的な圧・容積変化と弁の開閉の関係、心音

6 心電図の成立機序と異常:心電図の概念、導出方法、各波形の発生機序、心電図と不整脈の関係

7 血行力学:血圧、血流、血管抵抗の関係、循環各部の血圧の違い、ポアズイユの法則

8 心血管と内分泌系:循環調節におけるレニン-アンジオテンシン系、抗利尿ホルモン、カテコールアミンの役割

9 心拍出量と静脈還流量:心拍出量と静脈還流量の調節機構

10 心不全:心不全時の急性・慢性代償機構、心不全の心拍出量・静脈還流量曲線を用いた理解、各種心不全の病態生理、心不全

の治療と薬理

11 冠循環の調節:冠動脈の解剖、冠循環の特徴、冠循環の調節、虚血性心疾患の病態、虚血性心疾患の治療

12 再生医学:再生の３要素、幹細胞、種々の再生医療、再生医療等安全性確保法、再生医療の課題

13 短期的血圧調節:圧受容器反射、化学受容器反射による血圧調節機構

14 中期的血圧調節:レニン-アンジオテンシン系、バソプレシンによる血圧調節機構

15 長期的血圧調節:腎体液性調節機構、レニン-アンジオテンシン-アルドステロン系

16 血管の機能:血管の伸展性、静脈、毛細血管の機能、血管運動の調節

17 圧容量曲線:圧容量曲線と心周期、前負荷と後負荷、病態の圧容量曲線による解析

18 血圧異常:高血圧、低血圧の診断と病態生理

19 末梢循環リンパ:毛細血管に作用する力、末梢組織での体液の移動、浮腫の病態生理

20 局所循環調節-1:脳循環、腹腔循環

21 心臓循環器系の調節:心拍出量曲線と静脈還流量曲線、心収縮の指標、圧受容器反射の解析

22 循環性ショック:循環性ショック時の循環動態、神経性ショック、アナフィラキシーショック、敗血症性ショック

23 運動と循環:運動時の循環系の変化とエネルギー代謝

24 局所循環調節-2:皮膚循環と体温調節、胎児循環

25 内分泌系総論:ホルモンの種類、作用・調節機構

26 視床下部・下垂体:視床下部ホルモン、下垂体前葉、後葉ホルモンの作用・調節機構と病態生理

27 生殖・性腺:女性の性周期、精巣ホルモンと卵巣ホルモン、妊娠・出産時の性ホルモンの機能

28 カルシウム代謝:カルシウム代謝調節機構、副甲状腺ホルモン、カルシトニン、活性型ビタミンDの作用・調節機構と病態生理

29 骨代謝:骨リモデリング、骨形成・骨吸収機構と病態生理

30 膵臓:インスリン、グルカゴンの作用・血糖調節機構と病態生理

31 副腎:副腎皮質、髄質ホルモンおよびカテコールアミンの合成・分泌経路・生理作用と病態生理

32 甲状腺:甲状腺ホルモンの合成・分泌調節機構と病態生理

33 エネルギー代謝・アディポカイン:トピックス

34 マイオカインとオステオカイン:トピックス

35 骨軟骨再生:骨・軟骨の修復・再生機構、トピックス

36 内分泌演習:内分泌疾患における病態生理・課題演習

37 宇宙医学:微小重力が循環系、筋、骨に及ぼす影響、トピックス

38 腎・尿路系の構造:腎臓、尿管・膀胱の解剖・構造

39 糸球体機能:腎血漿流量、腎糸球体濾過量、糸球体の腎糸球体濾過量調節

40 排尿機能:膀胱の構造と機能、蓄尿反射、排尿反射、神経因性膀胱

41 糸球体の病態生理:腎機能の評価法、腎機能異常や腎不全の病態生理

42 尿細管機能:尿細管の電解質調節機構、糖・尿素・尿酸の再吸収機構、病態生理

43 体液・浸透圧調節:体液量の調節、尿の希釈・濃縮機構

44 酸塩基平衡の調節:重炭酸緩衝系、腎における酸塩基平衡の調節機構、アシドーシスとアルカローシス

45 その他の腎機能:レニン、エリスロポエチン、ビタミンD

46 赤血球:赤血球の成熟過程と機能、ヘモグロビンの分解

47 止血機構:止血機構、血小板の機能、血液凝固線溶系

48 鉄代謝:鉄の機能と代謝

49 線溶系トピックス

50 血球の分化:造血幹細胞の機能と特性、血球系細胞の分化過程

51 白血球:白血球の分化・成熟過程、種類、機能

52 マクロファージ:トピックス

53 血漿蛋白：血漿蛋白の種類と機能

54 血液型:ABO式、Rh式血液型

55 血液疾患病態生理：貧血、白血病、止血異常の病態生理

56 血液トピックス:血友病と再生医療

実習

心電図変化、心音、血圧調節、血糖調節、尿濃縮機構、赤血球数・ヘマトクリット測定と血液凝固機能検査に関する実習を行

う。

授業時間外に必要な学修

予習内容:シラバスや教科書を参照し、学習すべきポイントを整理する。(30分/日)

復習内容:教科書「標準生理」や配布プリントを読み返し、講義内容について復習し、理論的に理解する。(2時間/日)　疑問点

は、教員に質問する。
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1 総論:心臓・循環系の構造と機能の関連、心臓・循環系のアウトライン、重要な心臓・循環器系疾患の概念

2 心臓、脈管の構造:肺循環と体循環、心臓弁の構造、脈管の種類・構造

3 興奮収縮連関:心筋の活動電位発生とイオンチャネル、心筋の収縮過程、基本的な不整脈の病態生理

4 刺激伝導系:心筋細胞の特徴、心臓の刺激伝導系、洞房結節と房室結節、生理的調節と病態生理

5 心周期:周期的な圧・容積変化と弁の開閉の関係、心音

6 心電図の成立機序と異常:心電図の概念、導出方法、各波形の発生機序、心電図と不整脈の関係

7 血行力学:血圧、血流、血管抵抗の関係、循環各部の血圧の違い、ポアズイユの法則

8 心血管と内分泌系:循環調節におけるレニン-アンジオテンシン系、抗利尿ホルモン、カテコールアミンの役割

9 心拍出量と静脈還流量:心拍出量と静脈還流量の調節機構

10 心不全:心不全時の急性・慢性代償機構、心不全の心拍出量・静脈還流量曲線を用いた理解、各種心不全の病態生理、心不全

の治療と薬理

11 冠循環の調節:冠動脈の解剖、冠循環の特徴、冠循環の調節、虚血性心疾患の病態、虚血性心疾患の治療

12 再生医学:再生の３要素、幹細胞、種々の再生医療、再生医療等安全性確保法、再生医療の課題

13 短期的血圧調節:圧受容器反射、化学受容器反射による血圧調節機構

14 中期的血圧調節:レニン-アンジオテンシン系、バソプレシンによる血圧調節機構

15 長期的血圧調節:腎体液性調節機構、レニン-アンジオテンシン-アルドステロン系

16 血管の機能:血管の伸展性、静脈、毛細血管の機能、血管運動の調節

17 圧容量曲線:圧容量曲線と心周期、前負荷と後負荷、病態の圧容量曲線による解析

18 血圧異常:高血圧、低血圧の診断と病態生理

19 末梢循環リンパ:毛細血管に作用する力、末梢組織での体液の移動、浮腫の病態生理

20 局所循環調節-1:脳循環、腹腔循環

21 心臓循環器系の調節:心拍出量曲線と静脈還流量曲線、心収縮の指標、圧受容器反射の解析

22 循環性ショック:循環性ショック時の循環動態、神経性ショック、アナフィラキシーショック、敗血症性ショック

23 運動と循環:運動時の循環系の変化とエネルギー代謝

24 局所循環調節-2:皮膚循環と体温調節、胎児循環

25 内分泌系総論:ホルモンの種類、作用・調節機構

26 視床下部・下垂体:視床下部ホルモン、下垂体前葉、後葉ホルモンの作用・調節機構と病態生理

27 生殖・性腺:女性の性周期、精巣ホルモンと卵巣ホルモン、妊娠・出産時の性ホルモンの機能

28 カルシウム代謝:カルシウム代謝調節機構、副甲状腺ホルモン、カルシトニン、活性型ビタミンDの作用・調節機構と病態生理

29 骨代謝:骨リモデリング、骨形成・骨吸収機構と病態生理

30 膵臓:インスリン、グルカゴンの作用・血糖調節機構と病態生理

31 副腎:副腎皮質、髄質ホルモンおよびカテコールアミンの合成・分泌経路・生理作用と病態生理

32 甲状腺:甲状腺ホルモンの合成・分泌調節機構と病態生理

33 エネルギー代謝・アディポカイン:トピックス

34 マイオカインとオステオカイン:トピックス

35 骨軟骨再生:骨・軟骨の修復・再生機構、トピックス

36 内分泌演習:内分泌疾患における病態生理・課題演習

37 宇宙医学:微小重力が循環系、筋、骨に及ぼす影響、トピックス

38 腎・尿路系の構造:腎臓、尿管・膀胱の解剖・構造

39 糸球体機能:腎血漿流量、腎糸球体濾過量、糸球体の腎糸球体濾過量調節

40 排尿機能:膀胱の構造と機能、蓄尿反射、排尿反射、神経因性膀胱

41 糸球体の病態生理:腎機能の評価法、腎機能異常や腎不全の病態生理

42 尿細管機能:尿細管の電解質調節機構、糖・尿素・尿酸の再吸収機構、病態生理

43 体液・浸透圧調節:体液量の調節、尿の希釈・濃縮機構

44 酸塩基平衡の調節:重炭酸緩衝系、腎における酸塩基平衡の調節機構、アシドーシスとアルカローシス

45 その他の腎機能:レニン、エリスロポエチン、ビタミンD

46 赤血球:赤血球の成熟過程と機能、ヘモグロビンの分解

47 止血機構:止血機構、血小板の機能、血液凝固線溶系

48 鉄代謝:鉄の機能と代謝

49 線溶系トピックス

50 血球の分化:造血幹細胞の機能と特性、血球系細胞の分化過程

51 白血球:白血球の分化・成熟過程、種類、機能

52 マクロファージ:トピックス

53 血漿蛋白：血漿蛋白の種類と機能

54 血液型:ABO式、Rh式血液型

55 血液疾患病態生理：貧血、白血病、止血異常の病態生理

56 血液トピックス:血友病と再生医療

実習

心電図変化、心音、血圧調節、血糖調節、尿濃縮機構、赤血球数・ヘマトクリット測定と血液凝固機能検査に関する実習を行

う。

授業時間外に必要な学修

予習内容:シラバスや教科書を参照し、学習すべきポイントを整理する。(30分/日)

復習内容:教科書「標準生理」や配布プリントを読み返し、講義内容について復習し、理論的に理解する。(2時間/日)　疑問点

は、教員に質問する。

■ホームページ

近畿大学 医学部 再生機能医学講座　http://www.med.kindai.ac.jp/physio2/
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シラバス№： 1811900073

教養特殊講義科目名　：

英文名　：

三井　良之・今本　治彦・花田　一志・辰巳　陽一・福岡　和也・巽　信二・

西内　祐介

担当者　：

医学科開講学科：

前期2単位 開講期： 必修科目必修選択の別：開講年次：単　位　： 1年次

科目区分： 共通教養科目

備　考　：

■授業概要・方法等

あらゆる学問領域は、精緻に真理を探究するために、緻密、細分化していく傾向がある。医学であれば、内科学と大きく分類さ

れていたものが、さらに臓器別、病因別に細分化していくように。しかし、過度の細分化は、時として物事の本質を見えにくく

していく。現代医学はその弊害に陥り、混沌としているようにも見え、医療を取り巻く諸問題の解決策には、再統合を意識せざ

るを得ない面がある。そもそも、医学のようなヒトを対象とする学問は、細分化されたパーツとしてヒトをとらえるのではな

く、統合した人間存在の探求に再帰せねばならない。今回，このコースにおいて、法学部とともに開講する一連の融合カリキュ

ラムは、ヒトを総体としてとらえる視点を与えてくれるのではないかと考える。同様に法学も専門化が進んでおり、いわゆる

「六法（憲法、民法、刑法、商法・会社法、民事訴訟法、刑事訴訟法）」に限っても各領域は過度に細分化している。しかし、

現実に起こる事象や紛争はこのような専門化とは無関係に生じるものであり、その解明や解決のためには狭溢な専門に閉じこ

もっていては十分に対応することはできないだろう。本講義では民事法の観点が中心となるが、医学と法学という複数の視点か

ら現実に起こりうる医療を取り巻く諸問題について実際的な解決策を模索していく試みである。

■学習・教育目標及び到達目標

関連ディプロマポリシー

　①患者に対する思いやりと奉仕の精神またチームワークにおける協調精神を身につけること。

　②プロフェッショナルとしての高い使命感と倫理観を持ち、人に愛され、人に信頼され、人に尊敬される医

　　師を目指すこと。

関連教育アウトカム

　①医療の社会性の理解

　②医療安全

　③チーム医療

キーワード

　教養、医学、法学

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本コースでは

上記の教育アウトカムを達成するために学習・教育目標とその具体的な行動目標を示す。

学習・教育目標

将来、医師を目指す立場から、教養として必要な医療・法律に関する知識、態度を身に付ける。

１．社会を支える社会福祉制度を理解する。

２．ロボット手術のような最先端の医療を学び，その適応に関する問題点を理解する。

３．高齢化社会と医療，法律の関連を理解する。

４．新薬が上梓されるまでの手続きを医学と法律の両面から学ぶ。

５．患者・家族も一員となった新たな医療のあり方を学ぶ。

６．医学と法学の接点である法医学を事例を通して学ぶ。

７．法律の意義および法学の実際上の機能について理解する。

８．医療過誤が生じた場合の法的責任（民事責任を中心に）を理解する。

９．高齢者の財産管理・相続の現状と課題を学ぶ。

■成績評価方法および基準

各講義における小テストなど 50%

テーマを設定したレポートを学期末に提示します 50%

■試験・課題に対するフィードバック方法

必要な資料を講義の際に配布します。

その他，講義に関連した情報を，適宜，ポータルサイトにアップします。
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必要な資料を講義の際に配布します。

その他，講義に関連した情報を，適宜，ポータルサイトにアップします。

■教科書

特に指定しません。

■参考文献

特に指定しませんが、講義中に配付される資料を参考にすること。

■関連科目

医学から見た現代社会と倫理

医統計学

プロフェッショナリズム/実習

医療安全

法医学

■授業評価アンケート実施方法

定められた授業において、授業評価アンケートを行う。

■研究室・メールアドレス

mitsui@med.kindai.ac.jp

■オフィスアワー

水曜日17:00-18:00（三井良之）

神経内科医局

■授業計画の内容及び時間外学修の内容・時間

15回の講義を通じて以下の内容を学ぶ

1.社会人として知って欲しい医療制度（医学部教員）

近代国民国家成立の要件として、社会福祉制度の充実は欠かせない。本講では、歴史的背景にも触れながら、現代日本の社会福

祉制度について、私見を交えて論じたいと思う。

2.内視鏡外科手術・ロボット外科手術の現状と動向（医学部教員）

内視鏡外科手術は、体に優しい手術として急激に増加している。ロボット手術も含め、その特性や現状につき説明する。

3.医療事故とその考え方（医学部教員）

医療を行う上で医療事故を避けて通ることはできない。医療事故＝医療ミス＝断罪と言う、欧米とは異なる日本における医療文

化の側面を討論したい。

4.高齢者社会における法律とその問題点（医学部教員）

我が国では急速な高齢化が進み、現在の法律では網羅されていない問題も出てきている。現状での問題点と方向性を考える。

5.治験による新薬の創出に向けて（医学部教員）

新薬が国から承認されるためには、「治験」という人を対象とした臨床研究によって、その安全性と有効性を確認する必要があ

る。厳格な法規制の下で実施される「治験」について学習する。

6.患者・家族を含めたチーム医療（医学部教員）

世には、医師は君主であり患者は世話になっている民であるという意識が生き延びている。患者・家族を含んだ医療チームの意

義とその意味についての理解を共有したい。

7.法学部・医学部学生　法医学合同講義（医学部教員）

実際の裁判事例を基に各自の持つ所謂「持論」と判決との差について、法律、特に医師法を中心に教授します。

8.法律の意義および法学の実際上の機能（法学部教員）

なぜ法律は必要なのか、その存在意義について理解するとともに、法学が実際に営んでいる役割・機能について基本的イメージ

を持ってもらう。

9.医療過誤が生じた場合の法的責任（民事責任を中心に）（法学部教員）

医療事故が起きた場合に医師などの医療関係者や病院は民事責任や刑事責任を問われる紛争に巻き込まれることがある。ここで

は、民事責任として代表的な契約責任と不法行為責任の基本的な法制度や実際の裁判例などを学習する。

10.高齢者の財産管理・相続の現状と課題（法学部教員）

高齢者の財産管理について、特に認知症高齢者の場合に誰がどのように財産管理するのかが問題となる。ここでは、成年後見制

度の現状と課題を学習する。また、相続の紛争回避のため、遺言や生前信託の制度などについても説明していく。

予習内容：授業タイトルから考えられるキーワードをインターネットで検索して調べてみる。

予習時間：15分

復習内容：授業中に配布される資料などに書き込んだ内容を整理して、不明な部分を調べる。

復習時間：15分
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■ホームページ

近畿大学医学部学生ポータルサイト　https://sites.google.com/a/edu.med.kindai.ac.jp/kufm-portal/home
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シラバス№： 1811900075

細胞・形態学科目名　：

英文名　：

松田　学・後藤　敏一・高村　史記・塚本　徹雄・宮澤　正顯担当者　：

医学科開講学科：

前期90時間 開講期： 必修科目必修選択の別：開講年次：単　位　： 1年次

科目区分： 基礎科目

備　考　：

■授業概要・方法等

細胞は生体の基本単位であり、人体も病原体も食物も細胞もしくは細胞様の物質から成り立っている。細胞の種類と個性を理解

すること、細胞を構成するパーツを理解すること、細胞がつくりあげる組織・器官を理解すること、そしてそれらが相互にはた

らきあってつくられるネットワークを理解することは、医学を学ぶ上では必須の項目である。本科目では、講義形式で細胞、組

織、器官、器官系の構成と形態、機能とその特性を中心に概説し、また実習形式で実際の細胞や組織に触れて興味の醸成と知識

の定着を図る。別科目「生命科学」と併せて、医学基礎科目を学習する上での基盤となる生物学・生命科学の知識と素養および

骨太な学習姿勢を学生に身につけてもらうことが、本科目の最大のミッションである。

生物学のバックグラウンドに関して学生間に大きな開きがあることを踏まえ、まずは高校生物のリメディアルを含めた基礎的内

容に関して、学生全員が体系的な枠組みを把握することを目指す。つぎに、代表的な細胞や組織あるいは情報伝達経路などに関

し、主要な少数のトピックを取り上げ、少し深く掘り下げて紹介する。そして、それを思考の足がかりとして、関連する他のト

ピックに触れても自考自調により理解を深められる状態としたい。講義および実習時間内に定着できる知識量は限られるため、

自学自習を強く促す。

少人数のグループをつくり議論しながら学び合う環境の醸成にも注力するが、観察やレポート作成は個人単位で行う。質問はオ

フィスアワーに限らず、適宜受け付ける。なお、学生の授業内容の理解度を確認するため、また、地道で継続的な学習を奨励す

るため、講義時間内に小テストを数回実施する。全講義終了後に定期試験を実施し、カリキュラムの習熟度を評価する。

■学習・教育目標及び到達目標

関連ディプロマポリシー

　①医師になるために必要な医学の知識と技能を修得し、さらに日々向上に努めること。

　②積極的に課題に取り組み、さらに自ら問題点を見いだし解決する姿勢を身につけること。

関連教育アウトカム

　①医学的知識

　②自律的継続的学習能力

　③問題解決能力と医学研究への連結

一般目標（GIOs）

生命の基本単位である細胞が備える構造と機能を理解する。光学顕微鏡による組織像および電子顕微鏡による細胞像を見て、構

造を理解できるようになる。複数の細胞によって構成される組織や器官の構造と機能を学び、機能を支える構造の必然性を理解

する。また器官同士の連携と、それを支える情報伝達のしくみを理解した上で、主要な分子の正常機能・構造・生化学的特性を

学ぶ。さらに、機能分化した細胞を生じる発生のしくみを理解する。これら人体の正常構造と機能を学ぶことにより、将来、ヒ

ト疾患の発症機序と病因・病態を理解するための基礎知識と思考力を身につける。また、ヒトの病原体や食物となる生物や非生

物の構造と機能についても学習する。一方、実験動物取扱いに向けた安全教育も実施する。

行動目標（SBO）

　1.生物と細胞の起源について生物学的な議論ができる

　2.原核細胞と真核細胞の共通点と相違点について例を挙げて説明できる。

　3.動物細胞と植物細胞の共通点と相違点を説明できる。

　4.真核細胞の細胞小器官の種類と機能の概要を説明できる。

　5.細胞内共生説について例を挙げて説明できる。

　6.光学顕微鏡のポテンシャルを最大限引き出して自在に利用できる。

　7.電子顕微鏡の原理を知り、ヒトの代表的な細胞の写真から微細構造をイメージできる。

　8.組織標本の代表的染色法と特性を理解し、プロトコールをもとに実践できる。

　9.細胞骨格の種類と特徴を概説できる。

　10.細胞外基質の代表例を挙げて、構造を説明できる。

　11.細胞接着と細胞運動を生じる分子的なしくみを概説できる。

　12.細胞間の情報伝達のしくみを概説できる。

　13.細胞-組織-器官-器官系といった生体の階層構造を、各器官系について説明できる。

　14.ヒトの代表的器官について組織切片の光顕画像をもとに、上皮・神経・筋・結合組織の4組織に色分けし、機能を説明でき

る。

　15.上皮組織の種類と特性を説明できる。

　16.横紋筋の単位構造をもとに、筋収縮のしくみを説明できる。

　17.神経の情報伝達のしくみとグリア細胞の働きを概説できる。

　18.心臓の構造と、心拍を生じるしくみを概説できる。

　19.動脈、静脈、毛細血管の構造を説明できる。

　20.肺におけるガス交換と、血液によるガス運搬のしくみを概説できる。

　21.消化管における消化と吸収のしくみの概要を説明できる。

　22.腎臓における尿生成のしくみと、浸透圧調節の重要性を説明できる。

　23.感覚受容器の構造と感覚受容のしくみを概説できる。

　24.代表的な内分泌器官をあげ、分泌されるホルモンのはたらきを言える。

　25.体液組成および細胞内液の概要を説明できる。

　26.血球の種類と機能と分化系譜を簡潔に説明できる。

　27.配偶子形成のしくみ、性周期を生じるしくみ、受精のしくみを簡潔に説明できる。

　28.モデル動物の発生を例に用いながら、ヒトの初期発生の過程を、順序立てて説明できる。

　29.幹細胞から特定の細胞が分化するしくみを、例を挙げて説明できる。

　30.性分化が起こるしくみを説明できる

　31.ヒトに備わる生体防御のしくみの理解をもとに、アレルギーやワクチンといった免疫系が関与する異常や医療について説明

できる。

　32.再生医療の現状と将来展望を語ることができる。

　33.生物の系統樹と、その中でのヒトの生物学的な位置付けを説明できる。

　34.ヒトの進化について議論できる。
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関連ディプロマポリシー

　①医師になるために必要な医学の知識と技能を修得し、さらに日々向上に努めること。

　②積極的に課題に取り組み、さらに自ら問題点を見いだし解決する姿勢を身につけること。

関連教育アウトカム

　①医学的知識

　②自律的継続的学習能力

　③問題解決能力と医学研究への連結

一般目標（GIOs）

生命の基本単位である細胞が備える構造と機能を理解する。光学顕微鏡による組織像および電子顕微鏡による細胞像を見て、構

造を理解できるようになる。複数の細胞によって構成される組織や器官の構造と機能を学び、機能を支える構造の必然性を理解

する。また器官同士の連携と、それを支える情報伝達のしくみを理解した上で、主要な分子の正常機能・構造・生化学的特性を

学ぶ。さらに、機能分化した細胞を生じる発生のしくみを理解する。これら人体の正常構造と機能を学ぶことにより、将来、ヒ

ト疾患の発症機序と病因・病態を理解するための基礎知識と思考力を身につける。また、ヒトの病原体や食物となる生物や非生

物の構造と機能についても学習する。一方、実験動物取扱いに向けた安全教育も実施する。

行動目標（SBO）

　1.生物と細胞の起源について生物学的な議論ができる

　2.原核細胞と真核細胞の共通点と相違点について例を挙げて説明できる。

　3.動物細胞と植物細胞の共通点と相違点を説明できる。

　4.真核細胞の細胞小器官の種類と機能の概要を説明できる。

　5.細胞内共生説について例を挙げて説明できる。

　6.光学顕微鏡のポテンシャルを最大限引き出して自在に利用できる。

　7.電子顕微鏡の原理を知り、ヒトの代表的な細胞の写真から微細構造をイメージできる。

　8.組織標本の代表的染色法と特性を理解し、プロトコールをもとに実践できる。

　9.細胞骨格の種類と特徴を概説できる。

　10.細胞外基質の代表例を挙げて、構造を説明できる。

　11.細胞接着と細胞運動を生じる分子的なしくみを概説できる。

　12.細胞間の情報伝達のしくみを概説できる。

　13.細胞-組織-器官-器官系といった生体の階層構造を、各器官系について説明できる。

　14.ヒトの代表的器官について組織切片の光顕画像をもとに、上皮・神経・筋・結合組織の4組織に色分けし、機能を説明でき

る。

　15.上皮組織の種類と特性を説明できる。

　16.横紋筋の単位構造をもとに、筋収縮のしくみを説明できる。

　17.神経の情報伝達のしくみとグリア細胞の働きを概説できる。

　18.心臓の構造と、心拍を生じるしくみを概説できる。

　19.動脈、静脈、毛細血管の構造を説明できる。

　20.肺におけるガス交換と、血液によるガス運搬のしくみを概説できる。

　21.消化管における消化と吸収のしくみの概要を説明できる。

　22.腎臓における尿生成のしくみと、浸透圧調節の重要性を説明できる。

　23.感覚受容器の構造と感覚受容のしくみを概説できる。

　24.代表的な内分泌器官をあげ、分泌されるホルモンのはたらきを言える。

　25.体液組成および細胞内液の概要を説明できる。

　26.血球の種類と機能と分化系譜を簡潔に説明できる。

　27.配偶子形成のしくみ、性周期を生じるしくみ、受精のしくみを簡潔に説明できる。

　28.モデル動物の発生を例に用いながら、ヒトの初期発生の過程を、順序立てて説明できる。

　29.幹細胞から特定の細胞が分化するしくみを、例を挙げて説明できる。

　30.性分化が起こるしくみを説明できる

　31.ヒトに備わる生体防御のしくみの理解をもとに、アレルギーやワクチンといった免疫系が関与する異常や医療について説明

できる。

　32.再生医療の現状と将来展望を語ることができる。

　33.生物の系統樹と、その中でのヒトの生物学的な位置付けを説明できる。

　34.ヒトの進化について議論できる。

■成績評価方法および基準

定期試験（ヒトおよび病原体を中心として、その細胞、組織、器官、器官系の構造と機能に関する理解度を総合的に評価する）

75%

小テスト（各単元ごとの知識の定着度を評価する） 10%

実習レポート（実習課題の達成度と、観察力、情報検索能力、考察力、プレゼンテーション能力を総合的に評価する） 10%

口頭試問（講義や実習中のディスカッションを通じて、学習姿勢と知識に裏付けられた論理的コミュニケーション能力を評価す

る） 5%

■試験・課題に対するフィードバック方法

定期試験：試験終了後試験の要点と解説を学内掲示板に掲示するかメール配信する。必要に応じ、成績不良者を対象に補講を実

施して、知識の定着を図る。

小テスト：採点後、答案用紙を返却する。必要に応じて講義時間内に総評と解説の時間を設ける。

実習レポート：採点後に総評および必要に応じ個別のコメントを付して各自に返却する。

■教科書

[ISBN]9784524216178 『入門組織学』 (牛木辰男, 南江堂 : 2013)

[ISBN]9784524261994 『Essential細胞生物学(原書第4版)』 (南江堂 : 2016)

[ISBN]9784784931804 『カラー図解 人体の正常構造と機能 全10巻縮刷版【電子書籍つき】』 (日本医事新報社 : 2017)

■参考文献

[ISBN]9784524269716 『組織細胞生物学(原書第3版)』 (南江堂 : 2015)

[ISBN]9784895928052 『ギルバート発生生物学』 (メディカルサイエンスインターナショナル : 2015)

■関連科目

生命科学

人体構造Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

人体機能Ⅰ、Ⅱ

医用化学

生化学

分子生物学

■授業評価アンケート実施方法

実施規程に準拠して行う

■研究室・メールアドレス

進学棟2階・matsudam@med.kindai.ac.jp
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進学棟2階・matsudam@med.kindai.ac.jp

■オフィスアワー

火、水曜　17-18時（その他の時間も可能な限り随時対応可）

■授業計画の内容及び時間外学修の内容・時間

第1回  細胞

予習内容：Essential 細胞生物学 第1章（pp. 1-38） を読み、わからない語句をリスト化する。

予習時間：30分

復習内容：講義内容の復習：講義内容を見直し、理解が不確かな点をクラスメートに尋ね、それでも不明な点や興味をもった点

を自考自調し、教員に尋ねる。（以下の回も同じ）

復習時間：60分

4/10（火）1限（松田）

①ガイダンス

②生物とは何か?

4/11（水）3-4限（松田）

③真核細胞と原核細胞の構造

④セントラルドグマに関わる細胞小器官

⑤細胞内共生

⑥実験動物の安全取扱

第2回  細胞の観察

予習内容：実習書を読み概要を理解する

予習時間：30分

復習内容：講義内容の復習およびレポート作成。

復習時間：60分

4/17（火）1限（松田）

①顕微鏡による細胞組織観察法

②組織固定染色法

③実習ガイダンス

4/18（水）3-4限（松田，後藤，高村, 塚本, 宮澤）

③（実習）光学顕微鏡の使用法の実際

④（実習）光学顕微鏡でみる細胞

⑤（実習）レポートの書き方

第3回  細胞のかたちと運動

予習内容：入門組織学　1章2章と3章第1節（pp. 1-36）

Essential細胞生物学第17章（pp.565-601）

予習時間：30分

復習内容：講義内容の復習

復習時間：60分

4/24（火）1限（松田）

①微小管と微小線維および中間径線維

②モータータンパク質と輸送

③細胞接着

4/25（水）3-4限（松田）

④筋収縮

⑤細胞外基質

⑥細胞運動

第4回  組織学入門の総論

予習内容：入門組織学　3章第2-3節（pp.36-44）5-6章（pp. 69-101）

Essential細胞生物学第20章（pp.683-704）

予習時間：30分

復習内容：講義内容の復習

復習時間：60分

5/1（火）1限（松田）

①上皮組織

②組織観察ガイダンス

5/2（水）3-4限（松田）

③神経系の構成と神経組織

④筋組織の種類と構造

【小テスト第1-3週「細胞」】
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予習内容：入門組織学　3章第2-3節（pp.36-44）5-6章（pp. 69-101）

Essential細胞生物学第20章（pp.683-704）

予習時間：30分

復習内容：講義内容の復習

復習時間：60分

5/1（火）1限（松田）

①上皮組織

②組織観察ガイダンス

5/2（水）3-4限（松田）

③神経系の構成と神経組織

④筋組織の種類と構造

【小テスト第1-3週「細胞」】

第5回  器官系の構成と機能（1）

予習内容：入門組織学　4章（pp.45-67）7章（pp. 103-118）11章（pp.199-210）

予習時間：30分

復習内容：講義内容の復習

復習時間：60分

5/8（火）1限（松田）

①結合組織

5/9（水）3-4限（松田）

②脈管系

③血液循環

④呼吸器系

第6回  器官系の構成と機能（2）

予習内容：入門組織学　10章（pp.147-198）12章（pp. 211-226）

予習時間：30分

復習内容：講義内容の復習

復習時間：60分

5/15（火）1限（松田）

①消化管

5/16（水）3-4限（松田）

②消化器系の付属腺

③泌尿器系

第7回  上皮組織

予習内容：入門組織学16章（pp.295-318）

予習時間：30分

復習内容：講義内容の復習と観察レポート作成

復習時間：60分

5/22（火）1限（松田）

①皮膚

②組織観察とスケッチの要点

【小テスト第4-6週「組織学序論」】

5/23（水）3-4限（松田，後藤，高村, 塚本, 宮澤）

③（実習）代表的な上皮組織の観察

第8回  神経と筋組織

予習内容：入門組織学9章（pp.133-146）

予習時間：30分

復習内容：講義内容の復習と観察レポート作成

復習時間：60分

5/29（火）1限（松田）

①リンパ系器官

②筋・神経・結合組織観察の要点

5/30（水）3-4限（松田，後藤，高村, 塚本, 宮澤）

③（実習）代表的な筋組織の観察

④（実習）代表的な結合組織の観察

第9回  血球と免疫系

予習内容：入門組織学8章（pp.119-132）

予習時間：30分

復習内容：講義内容の復習と観察レポート作成

復習時間：60分

6/5（火）1限（松田）

①体液と血液

②血球の種類と分化

6/6（水）3-4限（松田，後藤，高村, 塚本, 宮澤）

③（実習）血球の観察

④（実習）内分泌器官やリンパ組織の観察
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予習内容：入門組織学8章（pp.119-132）

予習時間：30分

復習内容：講義内容の復習と観察レポート作成

復習時間：60分

6/5（火）1限（松田）

①体液と血液

②血球の種類と分化

6/6（水）3-4限（松田，後藤，高村, 塚本, 宮澤）

③（実習）血球の観察

④（実習）内分泌器官やリンパ組織の観察

第10回  情報の受容と伝達

予習内容：入門組織学　15章（pp.267-294）17章（pp.319-350）

予習時間：30分

復習内容：講義内容の復習と観察レポート作成

復習時間：60分

6/12（火）1限（松田）

①細胞間の情報伝達

②細胞内の情報伝達の例

③感覚器：視覚

6/13（水）3-4限（松田）

④感覚器：機械受容と化学受容

⑤ホルモン

第11回  有性生殖と初期発生

予習内容：入門組織学13-14章（pp.227-266）

Essential細胞生物学第20章（pp.705-712）

予習時間：30分

復習内容：講義内容の復習

復習時間：60分

6/19（火）1限（松田）

①卵巣・精巣の構造

②性周期とホルモン

6/20（水）3-4限（松田）

③受精

④卵割と初期発生

⑤細胞の分化

【小テスト第7-10週「組織と情報」】

第12回  個体の発生

予習内容：実習書を読み理解する

予習時間：30分

復習内容：講義の復習とレポート作成

復習時間：60分

6/26（火）1限（松田）

①モデル動物の胚発生

6/27（水）3-4限（松田・後藤）

②（実習）受精と卵割の観察（ウニ）

③（実習：Optional）盤割と胚発生の観察（鶏卵）

第13回  実験形態学と組織再生

予習内容：別途指示

予習時間：30分

復習内容：講義内容の復習

復習時間：60分

7/3（火）1限（松田）

①後期発生

7/4（水）3-4限（松田）

②性の分化

③組織再生と再生医療

第14回  高次情報処理＿免疫と脳

予習内容：人体の正常構造と機能　7章（pp.502-535）9章（pp.574-652）

予習時間：30分

復習内容：講義内容の復習

復習時間：60分

7/10（火）1限（宮澤）

①免疫学序論

7/11（水）3-4限（松田）

②脳の構造と機能

③脳を調べる技術
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予習内容：人体の正常構造と機能　7章（pp.502-535）9章（pp.574-652）

予習時間：30分

復習内容：講義内容の復習

復習時間：60分

7/10（火）1限（宮澤）

①免疫学序論

7/11（水）3-4限（松田）

②脳の構造と機能

③脳を調べる技術

第15回  ヒトの進化的歴史

予習内容：別途指示

予習時間：30分

復習内容：講義内容の復習

復習時間：60分

7/17（火）1限（宮澤）

①ヒトの進化的歴史

7/18（水）3-4限（松田）

②比較動物学と脊椎動物の進化

③全体総論

【小テスト第11-14週「発生と分化」】

本試験（定期試験）

本講義および実習の全範囲

■ホームページ

医学部基礎医学部門研究室　http://www.med.kindai.ac.jp/kiso
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シラバス№： 1811900041

社会医学（環境医学・行動医学・コース）科目名　：

英文名　：

奥村　二郎・東　賢一・奥野　洋子・水越　厚史・古閑　比斗志・

青野　明子・佐々木　昌弘・平原　嘉親・公文　敦

担当者　：

医学科開講学科：

180時間 開講期： 必修科目必修選択の別：開講年次：単　位　： 4年次

科目区分： 専門科目

備　考　：

■授業概要・方法等

医学部医学科の基幹科目です。公衆衛生学全般（一部を除く）の入門から専門領域までを学修します。

〈授業の事前準備や事後の展開に必要な学修の方法（その1）（授業回ごとの予習・復習は「授業の事前準備や事後の展開に必要

な学修の方法（その2）」「授業の進め方」を合わせて参照のこと）〉

環境医学及び行動科学、衛生行政の分野におけるケーススタディのグループワークを中心に講義・演習・実習を進める。

【第1週目～第4週目】主に 講義及び自己学習により知識を習得し、グループ討議・発表（グループワーク）により知識を再構築

し理解を深める。

【第4週目～第6週目】ケーススタディの課題や現状について、種々の立場や発想からの行動科学的な解決方法を考案・考察し、

グループの討論・発表などを通して、自ら「考える」態度を身につける。

注）試験の問題や要点・解説は、「教室ホームページ上に事前・事後の教材・課題・各種テストなどを掲載（基礎知識の習得を

行うこと）」を参照（試験の要点と解説の主なものは教室の学生ポータルサイト（ネット掲示板）に掲載します。自分の答案や

レポートのコピーが掲載される場合がありますので、希望しない学生は、第1週の間に申し出てください。この場合、評価には影

響しません。）

■学習・教育目標及び到達目標

関連ディプロマポリシー（3つ以下）

　①プロフェッショナルとしての高い使命感と倫理観を持ち、人に愛され、人に信頼され、人に尊敬される医師を目指すこと。

　②患者に対する思いやりと奉仕の精神、また、チームワークにおける協調精神を身につけること。

　③医師になるために必要な医学の知識と技能を修得し、さらに日々向上に努めること。

関連教育アウトカム （3つ以下）

　①倫理とプロフェッショナリズム

　②医学的知識

　③医療の社会性の理解

キーワード（5つ以下）

　社会医学、行動科学、環境医学、環境･衛生行政、健康リスク

【背景】援助を必要とする患者や障害者、高齢者に対する日本の保健医療福祉のシステムは、公平性、経済性、専門性という観

点から、先進国の中でも最も進んだ国の一つとなっている。いずれのシステムも当初は海外の事例を参考に制度化されたが、国

民経済と社会保障との関係性をはじめ、保健医療福祉関係者の熱意や努力に多くを依存する現状など、多くの課題をかかえてい

る。介護保険や障害者福祉、難病の制度など海外では望んでも構築出来ないものも多く、海外の先進事例に頼ることも選択枝に

なく、医療関係者を始め国民の英知や先進的な思考によるわが国独自の改革が求められている。このため、基礎的な現状に関す

る知識を得たところで、それぞれの問題点を整理し、国や自治体を含めた地域の政策・制度の立案などを含め、将来の制度運用

を担い、また医師としてのリーダーシップを求められる個々の学生が、環境医学や行動科学、衛生行政の課題について、常に自

ら考える態度や習慣を身につける必要がある。

〈学士力との感連性（ディプロマ・ポリシーとの関連）〉

①保健医療福祉の現状やあり方を理解する。

②行動科学的な視点で学習する。

③次世代に向かって、自ら「考える」態度･習慣を身につける。

【詳細】教室の学生ポータルサイト（掲示板）の時間割と全体の一般目標（ＧＩＯ）及び行動目標（ＳＢＯ）を参照する。

【試験に関する注意】

注1）何れの試験も出題範囲は授業計画の全ての範囲とします。また、筆記試験と選択肢問題の両方の合格点取得を必須としま

す。

2）「再試験」を実施することがあります。

3）次年度に行う「特別試験」該当者への注意：「特別試験」の出題範囲及び評価基準は、次年度の該当コースの「試験」と同じ

です。次年度の「復習テスト」は受験できません。また、「特別試験」の「再試験」は実施しないことがあります。「特別試

験」が不合格の場合は、次々年度への進級不可や退学の可能性があります。十分注意してください。81



関連ディプロマポリシー（3つ以下）

　①プロフェッショナルとしての高い使命感と倫理観を持ち、人に愛され、人に信頼され、人に尊敬される医師を目指すこと。

　②患者に対する思いやりと奉仕の精神、また、チームワークにおける協調精神を身につけること。

　③医師になるために必要な医学の知識と技能を修得し、さらに日々向上に努めること。

関連教育アウトカム （3つ以下）

　①倫理とプロフェッショナリズム

　②医学的知識

　③医療の社会性の理解

キーワード（5つ以下）

　社会医学、行動科学、環境医学、環境･衛生行政、健康リスク

【背景】援助を必要とする患者や障害者、高齢者に対する日本の保健医療福祉のシステムは、公平性、経済性、専門性という観

点から、先進国の中でも最も進んだ国の一つとなっている。いずれのシステムも当初は海外の事例を参考に制度化されたが、国

民経済と社会保障との関係性をはじめ、保健医療福祉関係者の熱意や努力に多くを依存する現状など、多くの課題をかかえてい

る。介護保険や障害者福祉、難病の制度など海外では望んでも構築出来ないものも多く、海外の先進事例に頼ることも選択枝に

なく、医療関係者を始め国民の英知や先進的な思考によるわが国独自の改革が求められている。このため、基礎的な現状に関す

る知識を得たところで、それぞれの問題点を整理し、国や自治体を含めた地域の政策・制度の立案などを含め、将来の制度運用

を担い、また医師としてのリーダーシップを求められる個々の学生が、環境医学や行動科学、衛生行政の課題について、常に自

ら考える態度や習慣を身につける必要がある。

〈学士力との感連性（ディプロマ・ポリシーとの関連）〉

①保健医療福祉の現状やあり方を理解する。

②行動科学的な視点で学習する。

③次世代に向かって、自ら「考える」態度･習慣を身につける。

【詳細】教室の学生ポータルサイト（掲示板）の時間割と全体の一般目標（ＧＩＯ）及び行動目標（ＳＢＯ）を参照する。

【試験に関する注意】

注1）何れの試験も出題範囲は授業計画の全ての範囲とします。また、筆記試験と選択肢問題の両方の合格点取得を必須としま

す。

2）「再試験」を実施することがあります。

3）次年度に行う「特別試験」該当者への注意：「特別試験」の出題範囲及び評価基準は、次年度の該当コースの「試験」と同じ

です。次年度の「復習テスト」は受験できません。また、「特別試験」の「再試験」は実施しないことがあります。「特別試

験」が不合格の場合は、次々年度への進級不可や退学の可能性があります。十分注意してください。

■成績評価方法および基準

①筆記問題（復習テスト及び試験） 50%

②選択肢問題（復習テスト及び試験） 50%

■試験・課題に対するフィードバック方法

試験の問題や要点・解説は、「教室ホームページ上の事前・事後の教材・課題・各種テストなどを掲載（基礎知識の習得を行う

こと」を参照（試験の要点と解説の主なものは教室の学生ポータルサイト（ネット掲示板）に掲載します。自分の答案やレポー

トのコピーが掲載される場合がありますので、希望しない学生は、第1週の間に申し出てください。この場合、評価には影響しま

せん。）

授業評価アンケートや各班の連絡係からのメールは、試験・課題（ケース選択を含む）・学修支援システム・連携授業・産業界

や地域社会との連携・第3者評価・シラバス・評価基準への（教員及び学生からの）フィードバックに用います。

■教科書

[ISBN]9784524263158 『NEW予防医学・公衆衛生学 (Nankodo’s essential wellーadvan)』 (南江堂 : 2012)

[ISBN]9784874923405 『衛生・公衆衛生学―社会や環境のシステムと健康との関わり』 (山本 玲子, アイケイコーポレーショ

ン : 2017)

[ISBN]9784907921163 『Simple Step 公衆衛生』 (高橋 茂樹, 海馬書房 : 2017)

[ISBN]9784524240197 『シンプル衛生公衆衛生学 2018』 (南江堂 : 2018)

■参考文献

[ISBN]9784896326086 『公衆衛生がみえる2016-2017』 (メディックメディア2016 )

　　　　　　　　　　『国民衛生の動向・厚生の指標』（厚生労働統計協会）

注）教科書・参考文献は、講義の期間中、グループの担当者に合計10冊程度、教室から貸し出しますのでそれぞれ使ってくださ

い。

その他の参考書は教室の学生ポータルサイト（掲示板）を参照してください。

なお、6年の春には①教科書の最新版1冊、また夏には②「国民衛生の動向」の最新版を1人1人必ず購入すること。

6年で購入した全ての本は、国試合格後直ちに後輩の学生に譲ってあげてください。

（1年または4年で購入した公衆衛生の教科書などは必要になるまで卒業後も末永く保持してください。）

■関連科目

なし

■授業評価アンケート実施方法

実施規定に準拠して行う。授業評価アンケートや各班の連絡係からのメールは、試験・課題（ケース選択を含む）・学修支援シ

ステム・連携授業・産業界や地域社会との連携・第3者評価・シラバス・評価基準への（教員及び学生からの）フィードバックに

用います。

■研究室・メールアドレス

研究棟7階 環境医学・行動科学教室・hygiene@med.kindai.ac.jp

〈グループ間で意見発表・評価し、振り返り：送付先〉

■オフィスアワー

月・火　　9：30～16：00

（当該授業のある日は、月～金18:00まで。予約は不要ですが、内線3275まで電話してから来ること。）

〈必要な準備学習(予習・復習)〉

B-4～9､16,19､20､23､25～30､32､33､40､41､54､55(予習1時間、復習30分)

B-1～3､10～14､17､18､43､45～49､51､52(復習1.5時間)

B-6､16､21､24､31､34～39､42､44､47～50､53､56～61(予習45分、復習45分)

■授業計画の内容及び時間外学修の内容・時間

下記の各題名に含まれる授業1時間当たりの予習･復習について

予習内容：授業内容に対応する公衆衛生学の教科書･参考書を読み、不明な語句について調べる。

予習時間：上欄参照

復習内容：授業中に書き込んだ内容を整理して、不明な部分を調べる。

復習時間：上欄参照

〈授業の進め方〉

○一つ分が、1日（3時間）の講義になります。なお、ｹｰｽ発表・学生討論及び試験は、○1つが6時間です。他にｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸが計6

時間あります。

【第1週目】

○社会保障･･･概念・制度(医療保険、公費医療)、医療経済

○環境医学･行動科学総論･･･ｹｰｽ紹介、公衆衛生、予防医学、医療の質の確保(病院機能評価､医療評価(ｽﾄﾗｸﾁｬｰ､ﾌﾟﾛｾｽ､ｱｳﾄｶﾑ))

○健康日本21･･･健康(概念､定義､保持･増進､診断･診査･事後指導)、生活習慣病(疫学､がん検診､)健康増進法、国民健康栄養調

査、がん対策基本法(がん対策基本･推進計画､均てん化､がん登録)、特定健康診査･特定保健指導(根拠法は高齢者医療確保法)、ﾒﾀ

ﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ、ｱﾙﾏ･ｱﾀ宣言、ﾌﾟﾗｲﾏﾘｰﾍﾙｽｹｱ、国民健康づくり運動

○医療関連法規･･･憲法、医師法、医療法、医療関連の法律、医師の義務、医療関連職種、ﾁｰﾑ医療、診療録の記載事項、患者の

権利

○医療法･医療計画･･･医療制度･医療政策、医療法、医療提供施設(病院､診療所､助産所､病床区分､特定機能病院､地域医療支援病

院)、医療計画(5疾病5事業･在宅医療、医療圏、基準病床数、救急医療､災害医療､へき地医療､地域医療構想)、病床機能報告制

度、臨床研究中核病院、医療事故調査･支援ｾﾝﾀｰ

○行動科学(心理ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ)･･･診療に必要な臨床心理・臨床ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾃｸﾆｯｸ

○行動科学(地域医療とは何か)･･･厚労省と県庁の2つの立場からの地域の医療

○障害者福祉･･･障害(概念､疾病､社会環境､社会復帰)、ﾉｰﾏﾗｲｾﾞｰｼｮﾝ、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ、ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ、ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ、福祉施策(障害者

基本法､障害者総合支援法､児童福祉法、国際生活機能分類

○健康危機管理･･･概念、関係法令(地域保健法､医療法､感染症法､検疫法､食品衛生法､医薬品副作用等法､水道法)、保健所、市町

村保健ｾﾝﾀｰ、地方衛生研究所、NBC災害、PTSD

【第2週目】

○高齢者施策･･･統計、制度(老人福祉法、高齢者医療確保法、介護保険）

○行動科学(医療心理学)･･･臨床において基本となる心理学

○精神保健･･･法規と制度(精神保健福祉法､入院､手帳､社会復帰､居宅生活支援)、精神保健福祉ｾﾝﾀｰ､ｱﾙｺｰﾙ

○行動科学(海外ﾄﾗﾍﾞﾙ外来)･･･国際保健(世界の保健問題)、在留邦人の健康管理

○環境と健康･･･環境(概念､生態系)、有害物質(生物濃縮､吸収と排泄､健康影響)、公害(概念､ｴﾋﾟｿｰﾄﾞ､健康被害の補償)、環境汚

染(発生源(大気､水質､土壌､農薬､重金属､悪臭､内分泌撹乱化学物質､ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類)､環境影響評価(ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ､ｱｾｽﾒﾝﾄ)、地球環境(温暖

化､ｵｿﾞﾝ層､砂漠化､酸性雨､森林､生物種)、上･下水道(水質基準､汚水処理､水系感染症)、廃棄物(一般･産業･感染性･放射線性廃棄

物､ﾘｻｲｸﾙ)、室内環境(ｼｯｸﾊｳｽ症候群､化学物質過敏症､建築物衛生)

【第3週目】

○医療連携･･･保健医療福祉の連携、個人情報の保護、医療従事者、医療連携ｸﾘﾆｶﾙﾊﾟｽ、ｸﾘﾆｶﾙﾊﾟｽ(入院診療計画書)、医療事故･

医療過誤、医療紛争･医療訴訟、ADR(裁判外紛争解決制度､ADR法)、医師賠償責任保険、産科医療保障制度、ｲﾝﾌｫｰﾑﾄﾞｺﾝｾﾝﾄ、医

療安全、医療安全管理(ｲﾅｼﾃﾞﾝﾄ､ｱｸｼﾃﾞﾝﾄ､医療事故情報収集等事業､医療安全ｾﾝﾀｰ)、刑法(守秘義務､虚偽診断書作成)、民法(注意

義務(結果予見義務､結果回避義務))、保健師助産師看護師法、DV法、医療費適正化計画(根拠法は高齢者医療確保法)

○食品･栄養と健康･･･栄養欠乏･過剰、食事摂取基準、食生活指針、食育、食中毒(概念､動向､原因(細菌､ｳｲﾙｽ､真菌､化学物質､自

然毒､寄生虫)､食品(種類､機能)、食品衛生法、食品安全基本法

○感染症･･･感染(成立の要因･感染経路､発生状況･流行･分類)、予防と対策(ｻｰﾍﾞｲﾗﾝｽ､感染症法､予防接種､検疫､院内感染､消毒､

ﾊﾞｲｵﾃﾛ)、新興･再興感染症、結核。HIV、性感染症

○環境保全･･･環境衛生監視、水質汚濁、産業廃棄物（俣野先生講演）

○介護保険･･･制度、介護保険法

○医と倫理･･･患者の人権、医師の義務、死(概念､定義)、緩和ｹｱ･終末期ｹｱ、安楽死･尊厳死、臓器移植･組織移植、研究倫理、臨

床試験･治験、医薬品医療機器等法(副作用報告)、薬物取締り(麻薬､覚せい剤､大麻)

○生活環境と物理的原因による障害・・・騒音、振動、電離放射線、減圧症、高山病、熱中症、低体温、一酸化炭素中毒、硫化

水素中毒、有機リン中毒

【第4週目】

○ｹｰｽ(学生作成教材)発表・学生討論

【第5週目】

○行動科学(食品安全とそのﾘｽｸ管理)･･･食品の安全性、ﾘｽｸ評価･管理･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

○環境生理・心理･･･生理･心理指標の計測(ｽﾄﾚｽ負荷､疲労蓄積の評価､ﾌﾘｯｶｰ値､唾液中のαｱﾐﾗｰｾﾞ活性)

【第6週目】

○ｹｰｽ(学生作成教材)発表・学生討論
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下記の各題名に含まれる授業1時間当たりの予習･復習について

予習内容：授業内容に対応する公衆衛生学の教科書･参考書を読み、不明な語句について調べる。

予習時間：上欄参照

復習内容：授業中に書き込んだ内容を整理して、不明な部分を調べる。

復習時間：上欄参照

〈授業の進め方〉

○一つ分が、1日（3時間）の講義になります。なお、ｹｰｽ発表・学生討論及び試験は、○1つが6時間です。他にｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸが計6

時間あります。

【第1週目】

○社会保障･･･概念・制度(医療保険、公費医療)、医療経済

○環境医学･行動科学総論･･･ｹｰｽ紹介、公衆衛生、予防医学、医療の質の確保(病院機能評価､医療評価(ｽﾄﾗｸﾁｬｰ､ﾌﾟﾛｾｽ､ｱｳﾄｶﾑ))

○健康日本21･･･健康(概念､定義､保持･増進､診断･診査･事後指導)、生活習慣病(疫学､がん検診､)健康増進法、国民健康栄養調

査、がん対策基本法(がん対策基本･推進計画､均てん化､がん登録)、特定健康診査･特定保健指導(根拠法は高齢者医療確保法)、ﾒﾀ

ﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ、ｱﾙﾏ･ｱﾀ宣言、ﾌﾟﾗｲﾏﾘｰﾍﾙｽｹｱ、国民健康づくり運動

○医療関連法規･･･憲法、医師法、医療法、医療関連の法律、医師の義務、医療関連職種、ﾁｰﾑ医療、診療録の記載事項、患者の

権利

○医療法･医療計画･･･医療制度･医療政策、医療法、医療提供施設(病院､診療所､助産所､病床区分､特定機能病院､地域医療支援病

院)、医療計画(5疾病5事業･在宅医療、医療圏、基準病床数、救急医療､災害医療､へき地医療､地域医療構想)、病床機能報告制

度、臨床研究中核病院、医療事故調査･支援ｾﾝﾀｰ

○行動科学(心理ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ)･･･診療に必要な臨床心理・臨床ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾃｸﾆｯｸ

○行動科学(地域医療とは何か)･･･厚労省と県庁の2つの立場からの地域の医療

○障害者福祉･･･障害(概念､疾病､社会環境､社会復帰)、ﾉｰﾏﾗｲｾﾞｰｼｮﾝ、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ、ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ、ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ、福祉施策(障害者

基本法､障害者総合支援法､児童福祉法、国際生活機能分類

○健康危機管理･･･概念、関係法令(地域保健法､医療法､感染症法､検疫法､食品衛生法､医薬品副作用等法､水道法)、保健所、市町

村保健ｾﾝﾀｰ、地方衛生研究所、NBC災害、PTSD

【第2週目】

○高齢者施策･･･統計、制度(老人福祉法、高齢者医療確保法、介護保険）

○行動科学(医療心理学)･･･臨床において基本となる心理学

○精神保健･･･法規と制度(精神保健福祉法､入院､手帳､社会復帰､居宅生活支援)、精神保健福祉ｾﾝﾀｰ､ｱﾙｺｰﾙ

○行動科学(海外ﾄﾗﾍﾞﾙ外来)･･･国際保健(世界の保健問題)、在留邦人の健康管理

○環境と健康･･･環境(概念､生態系)、有害物質(生物濃縮､吸収と排泄､健康影響)、公害(概念､ｴﾋﾟｿｰﾄﾞ､健康被害の補償)、環境汚

染(発生源(大気､水質､土壌､農薬､重金属､悪臭､内分泌撹乱化学物質､ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類)､環境影響評価(ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ､ｱｾｽﾒﾝﾄ)、地球環境(温暖

化､ｵｿﾞﾝ層､砂漠化､酸性雨､森林､生物種)、上･下水道(水質基準､汚水処理､水系感染症)、廃棄物(一般･産業･感染性･放射線性廃棄

物､ﾘｻｲｸﾙ)、室内環境(ｼｯｸﾊｳｽ症候群､化学物質過敏症､建築物衛生)

【第3週目】

○医療連携･･･保健医療福祉の連携、個人情報の保護、医療従事者、医療連携ｸﾘﾆｶﾙﾊﾟｽ、ｸﾘﾆｶﾙﾊﾟｽ(入院診療計画書)、医療事故･

医療過誤、医療紛争･医療訴訟、ADR(裁判外紛争解決制度､ADR法)、医師賠償責任保険、産科医療保障制度、ｲﾝﾌｫｰﾑﾄﾞｺﾝｾﾝﾄ、医

療安全、医療安全管理(ｲﾅｼﾃﾞﾝﾄ､ｱｸｼﾃﾞﾝﾄ､医療事故情報収集等事業､医療安全ｾﾝﾀｰ)、刑法(守秘義務､虚偽診断書作成)、民法(注意

義務(結果予見義務､結果回避義務))、保健師助産師看護師法、DV法、医療費適正化計画(根拠法は高齢者医療確保法)

○食品･栄養と健康･･･栄養欠乏･過剰、食事摂取基準、食生活指針、食育、食中毒(概念､動向､原因(細菌､ｳｲﾙｽ､真菌､化学物質､自

然毒､寄生虫)､食品(種類､機能)、食品衛生法、食品安全基本法

○感染症･･･感染(成立の要因･感染経路､発生状況･流行･分類)、予防と対策(ｻｰﾍﾞｲﾗﾝｽ､感染症法､予防接種､検疫､院内感染､消毒､

ﾊﾞｲｵﾃﾛ)、新興･再興感染症、結核。HIV、性感染症

○環境保全･･･環境衛生監視、水質汚濁、産業廃棄物（俣野先生講演）

○介護保険･･･制度、介護保険法

○医と倫理･･･患者の人権、医師の義務、死(概念､定義)、緩和ｹｱ･終末期ｹｱ、安楽死･尊厳死、臓器移植･組織移植、研究倫理、臨

床試験･治験、医薬品医療機器等法(副作用報告)、薬物取締り(麻薬､覚せい剤､大麻)

○生活環境と物理的原因による障害・・・騒音、振動、電離放射線、減圧症、高山病、熱中症、低体温、一酸化炭素中毒、硫化

水素中毒、有機リン中毒

【第4週目】

○ｹｰｽ(学生作成教材)発表・学生討論

【第5週目】

○行動科学(食品安全とそのﾘｽｸ管理)･･･食品の安全性、ﾘｽｸ評価･管理･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

○環境生理・心理･･･生理･心理指標の計測(ｽﾄﾚｽ負荷､疲労蓄積の評価､ﾌﾘｯｶｰ値､唾液中のαｱﾐﾗｰｾﾞ活性)

【第6週目】

○ｹｰｽ(学生作成教材)発表・学生討論

【定期試験週】

○試験・レポート作成

注意）

①指定された席への着席により随時出欠をとります。「レポート作成」及び「Ｑ＆Ａ」は出席をとりません。

②「実習」「グループワーク」は、担当教員ごとに出席者・出席時間を指名します。指定された時間・場所に集まること。

〈授業の事前準備や事後の展開に必要な学修の方法（その2））

学生は講義内容の理解を容易にするため授業前に教科書を用いて予習し、質問事項があれば授業中に教官に質問できるよう準備

を行う。授業終了後は、その日の講義内容を復習し、再度教科書を読み、理解を深めるとともに、記憶として知識を定着させ

る。グループ討議・発表(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ)においては、自ら「考える」姿勢を習得する目標を定めて積極的に参加すること。

〈教室の学生ポータルサイト（ﾈｯﾄ掲示板）参照〉

①授業改善の取り組みを進めるための、ネットでの教員・職員・学生による意見交換

②教室ホームページ上に事前・事後の教材・課題・各種テストなどを掲載

③グループ学修・課題提示
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○試験・レポート作成

注意）

①指定された席への着席により随時出欠をとります。「レポート作成」及び「Ｑ＆Ａ」は出席をとりません。

②「実習」「グループワーク」は、担当教員ごとに出席者・出席時間を指名します。指定された時間・場所に集まること。

〈授業の事前準備や事後の展開に必要な学修の方法（その2））

学生は講義内容の理解を容易にするため授業前に教科書を用いて予習し、質問事項があれば授業中に教官に質問できるよう準備

を行う。授業終了後は、その日の講義内容を復習し、再度教科書を読み、理解を深めるとともに、記憶として知識を定着させ

る。グループ討議・発表(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ)においては、自ら「考える」姿勢を習得する目標を定めて積極的に参加すること。

〈教室の学生ポータルサイト（ﾈｯﾄ掲示板）参照〉

①授業改善の取り組みを進めるための、ネットでの教員・職員・学生による意見交換

②教室ホームページ上に事前・事後の教材・課題・各種テストなどを掲載

③グループ学修・課題提示

■ホームページ

近畿大学医学部　環境医学・行動科学教室　http://www.med.kindai.ac.jp/hygie/

84



シラバス№： 1811900042

社会医学（公衆衛生学コース）科目名　：

英文名　：

伊木　雅之・甲田　勝康・藤田　裕規・由良　晶子・立木　隆広・

山縣 然太朗・車谷　典男・西山　利正・上家 和子

担当者　：

医学科開講学科：

180時間 開講期： 必修科目必修選択の別：開講年次：単　位　： 4年次

科目区分： 専門科目

備　考　：

■授業概要・方法等

 授業の内容は講義が中心である。主に当大学の公衆衛生学教室の教員が講義を行うが、一部の内容については関連分野の非常勤

講師による講義も行う。各講義においては学生との質疑応答を重視し、双方向の授業となるよう努める。学生の授業内容の理解

状況の確認と出席確認のため、形成的評価のための小テストを授業毎に実施する。この小テストの成績は公衆衛生学コースの成

績評価には使わない。あくまでの授業の進め方についての教員のための検討資料であるから、素直に回答してもらいたい。

　また、講義の他に演習の時間を設けており、各自が例題を解くことにより、理解を深め、自分のものとして身に付けてもら

う。学生からの質問は講義前後や講義中においても随時受け付けるので疑問点については積極的に質問してもらいたい。また、Q

＆Aの時間には、教員が講義室で待機・巡回するのでこの時間を有効に利用してもらいたい。なお、自習時間については

Resource personとして教員が公衆衛生学教室研究室にて待機するので、質問のある人は研究室まで来られたい。

　コース終了時に総括的評価のための本試験を実施し、カリキュラムの習熟度を評価する。

■学習・教育目標及び到達目標

関連ディプロマポリシー

①医師になるために必要な医学の知識と技能を修得し、さらに日々向上に努めること。

②積極的に課題に取り組み、自ら問題点を見いだし解決する姿勢を身につけること。

③他者を理解する幅広い教養と国際化の時代に対応できる英語力を身につけること。

関連教育アウトカム

①医学的知識

②課題解決能力と医学研究への連結

③医療の社会性の理解

キーワード

疫学、Evidence-based medicine(EBM)、地域保健医療福祉サービス、母子保健、産業保健

公衆衛生学コースとして上記の関連教育アウトカムを達成するため、下記項目を学習・教育目標とする。

疫学とEBM

　患者の診断のための検査の選択やその結果の解釈、あるいは予後の予測に基づく治療の選択などは、臨床医が日常的に行って

いる判断行為である。その根拠は、患者や健常者の調査研究から得られたデータで、疫学はそのようなデータを得るための理論

と方法を提供する。データには信頼できるものと怪しいものがあるが、それをどうやって見分けるか、それが一つ目ののテーマ

である。すなわち、臨床データを正しく評価し、それに基づいて科学的な判断をするために、疫学の基礎的事項と臨床医学での

基本的な応用方法を習得する。

地域と職域における健康管理

　人々に健康で文化的な生活を保障するために、貧困や疾病、障害に対する社会保障制度がつくられてきた。その個々の制度の

概要を理解すると共に、それぞれにおける医師の役割と責任を習得する。

上記の学習・教育目標の到達レベルを知るための具体的な目標を以下に示す。

疫学とEBM

　1. 予防の３つのレベルを説明し、それぞれの具体例を挙げることができる。

　2. 予防医学におけるハイリスクアプローチとポピュレーションアプローチの長所と短所を説明できる。

　3. 記述疫学の目的と方法の概要を説明できる。

　4. 分析疫学の種類をあげ、個々の方法の得失を説明できる。

　5. 無作為割付比較試験の有用性と問題点を列挙できる。

　6. 疫学におけるリスク指標をあげ、その意味と計算方法を説明できる。

　7. 医学情報のもつ系統誤差と非系統誤差を説明し、具体例をあげることができる。

　8. 診断的検査の有効性の指標をあげ、その意味と計算方法を説明できる。

　9. 科学的な臨床判断をするための手順を説明できる。

　10. 人口統計と他の保健統計の主な指標を挙げ、その動向について述べることができる。

地域と職域における健康管理

　1.各ライフステージにおける保健・医療・福祉のシステムの概要を説明できる。

　2. 保健・医療・福祉の各サービスを国民に提供する際に医師が果たす役割を説明できる。

　3. 母子保健指標の定義と近年の動向について述べることができる。

　4. 主な母子保健事業を列挙し、その概要を説明できる。

　5. 学校保健の現状と動向、および保健教育と保健管理について説明できる。

　6. 職場の労働衛生管理体制と産業医の役割を説明できる。

　7. 労働衛生の３管理について具体例を挙げて説明できる。

　8. 労働に起因する種々の健康障害を列挙し、それぞれの予防対策について説明できる。

　9. 法に基づく医師の義務を列挙できる。
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関連ディプロマポリシー

①医師になるために必要な医学の知識と技能を修得し、さらに日々向上に努めること。

②積極的に課題に取り組み、自ら問題点を見いだし解決する姿勢を身につけること。

③他者を理解する幅広い教養と国際化の時代に対応できる英語力を身につけること。

関連教育アウトカム

①医学的知識

②課題解決能力と医学研究への連結

③医療の社会性の理解

キーワード

疫学、Evidence-based medicine(EBM)、地域保健医療福祉サービス、母子保健、産業保健

公衆衛生学コースとして上記の関連教育アウトカムを達成するため、下記項目を学習・教育目標とする。

疫学とEBM

　患者の診断のための検査の選択やその結果の解釈、あるいは予後の予測に基づく治療の選択などは、臨床医が日常的に行って

いる判断行為である。その根拠は、患者や健常者の調査研究から得られたデータで、疫学はそのようなデータを得るための理論

と方法を提供する。データには信頼できるものと怪しいものがあるが、それをどうやって見分けるか、それが一つ目ののテーマ

である。すなわち、臨床データを正しく評価し、それに基づいて科学的な判断をするために、疫学の基礎的事項と臨床医学での

基本的な応用方法を習得する。

地域と職域における健康管理

　人々に健康で文化的な生活を保障するために、貧困や疾病、障害に対する社会保障制度がつくられてきた。その個々の制度の

概要を理解すると共に、それぞれにおける医師の役割と責任を習得する。

上記の学習・教育目標の到達レベルを知るための具体的な目標を以下に示す。

疫学とEBM

　1. 予防の３つのレベルを説明し、それぞれの具体例を挙げることができる。

　2. 予防医学におけるハイリスクアプローチとポピュレーションアプローチの長所と短所を説明できる。

　3. 記述疫学の目的と方法の概要を説明できる。

　4. 分析疫学の種類をあげ、個々の方法の得失を説明できる。

　5. 無作為割付比較試験の有用性と問題点を列挙できる。

　6. 疫学におけるリスク指標をあげ、その意味と計算方法を説明できる。

　7. 医学情報のもつ系統誤差と非系統誤差を説明し、具体例をあげることができる。

　8. 診断的検査の有効性の指標をあげ、その意味と計算方法を説明できる。

　9. 科学的な臨床判断をするための手順を説明できる。

　10. 人口統計と他の保健統計の主な指標を挙げ、その動向について述べることができる。

地域と職域における健康管理

　1.各ライフステージにおける保健・医療・福祉のシステムの概要を説明できる。

　2. 保健・医療・福祉の各サービスを国民に提供する際に医師が果たす役割を説明できる。

　3. 母子保健指標の定義と近年の動向について述べることができる。

　4. 主な母子保健事業を列挙し、その概要を説明できる。

　5. 学校保健の現状と動向、および保健教育と保健管理について説明できる。

　6. 職場の労働衛生管理体制と産業医の役割を説明できる。

　7. 労働衛生の３管理について具体例を挙げて説明できる。

　8. 労働に起因する種々の健康障害を列挙し、それぞれの予防対策について説明できる。

　9. 法に基づく医師の義務を列挙できる。

■成績評価方法および基準

コース末試験 100%

■試験・課題に対するフィードバック方法

各講義の終わりに形成的評価のための小テストを実施し、その解説を行う。

■教科書

【留意事項】適宜プリントを配布する。

■参考文献

[ISBN]9784524263158 『NEW予防医学・公衆衛生学 (Nankodo’s essential wellーadvan)』 (南江堂 : 2012)

[ISBN]9784907921002 『STEP公衆衛生 (STEP SERIES)』 (高橋 茂樹, 海馬書房 : 2015)

[ISBN]9784896325508 『サブノート 保健医療・公衆衛生 2015』 (メディックメディア : 2014)

[ISBN]9784884122553 『ケースで学ぶ公衆衛生学』 (篠原出版新社 : 2005)

[ISBN]9784896326871 『公衆衛生がみえる2018-2019』 (メディックメディア : 2018)

[ISBN]9784524240197 『シンプル衛生公衆衛生学2018』 (南江堂 : 2018)

『厚生の指標　増刊　国民衛生の動向2017/2018』（厚生労働統計協会：2017）

■関連科目

環境医学・行動科学

■授業評価アンケート実施方法

授業評価は実施規定に準拠して行うとともに、コース終了時にも学生アンケートを行う。

■研究室・メールアドレス

研究棟7階 公衆衛生学教室・pbl-h@med.kindai.ac.jp

■オフィスアワー

月曜日　12時20分～13時20分

■授業計画の内容及び時間外学修の内容・時間

社会医学ユニット合同オリエンテーション

社会医学ユニット(公衆衛生学、環境医学・行動科学、法医学)の全体像、各コースの進め方について

講義A1-1　疫学と公衆衛生学(伊木)

　健康の定義、リスク要因、疫学の役割、疾患の経過の全体像について

講義A1-2　臨床判断こんな時、君は何を根拠に判断するか(伊木）

　科学的な臨床判断のための臨床疫学指標について

演習A1-1，-2　練習問題と解説(伊木）

講義A1-3　予防医学のストラテジー(甲田)

　疾病予防の３つのレベル、ヘルスプロモーションの概要について

演習A1-3　練習問題と解説(甲田）

講義A1-4　人を対象とした医学研究のデザインⅠ（藤田）

　記述疫学、罹患率と有病率、集積性、分析疫学について

演習A1-4　練習問題と解説（藤田）

演習A1-4　相互学習Q＆A（藤田）

講義A1-5　人を対象にした医学研究のデザインⅡ（藤田）

　患者対照研究、要因対照研究（コホート研究）、無作為割付比較試験について

演習A1-5　練習問題と解説 (藤田）

演習A1-4，-5　相互学習 Q & A (藤田）

講義A1-6　人口統計指標とその動向(由良)

　人口静態統計と人口動態統計の指標と動向、死因の動向について

演習A1-6　練習問題と解説（由良）

講義A1-7　リスクとは何か、その表現と評価（藤田）

　相対危険度と寄与危険度、オッズ比、治療の有効性指標について

演習A1-7　分析疫学指標の意味と計算1（藤田）

演習A1-7　相互学習 Q & A (藤田）

講義A1-8　人口以外の保健統計(甲田）

　生命表の諸関数と平均寿命、国民生活基礎調査と患者調査、その他保健統計について

演習A1-8　練習問題と解説（甲田）

演習A1-8　相互学習 Q & A (甲田）

講義A1-9，-10　研究結果を信じるな　真実か偶然かバイアスかⅠ，Ⅱ（藤田）

　臨床検査の系統誤差と非系統誤差、各種バイアスの具体例と対策について

演習A1-9，-10　練習問題と解説（藤田）

演習A1-4，-5，-7　分析疫学指標の意味と計算2（由良）

演習A1-4，-5，-7　相互学習 Q & A (由良）

講義A1-11，-12　検査を検査し、診断を診断するⅠ，Ⅱ（藤田）

　臨床検査の有効性評価と診断的検査結果の解釈、臨床判断の方法について

演習A1-11，-12　練習問題と解説（藤田）

演習A1-11，-12　臨床検査の有効性指標の意味と計算1，2（立木）

演習A1-11，-12　相互学習 Q & A（立木）

講義A1-13　エビデンスに基づく臨床判断（伊木）

　科学的根拠に基づく臨床判断の手順、医学文献の吟味、医学情報の現場への適用について

演習A1-13　練習問題と解説（伊木）

演習A1-13　相互学習 Q & A（伊木）

講義A2-1　社会保障の枠組とSafety net（甲田）

　社会保障の理念と主たる分野、社会保険、公的年金、公的扶助について

講義A2-2　母子保健（甲田）

　母子保健指標の動向、母子保健事業、ハイリスク妊娠・胎児の要因、母子への医療援護について

演習A2-1，-2　練習問題と解説（甲田）

演習A2-1，2　相互学習Q&A（甲田）

講義A2-3　学校保健と小児保健（甲田）

　学校保健教育と保健管理、健康診断、感染症対策、小児健康問題の動向について

演習A2-3　練習問題と解説（甲田）

講義A2-4　産業保健総論（伊木）

　産業保健の目的、労働災害、業務上疾病の動向、産業医、現代の課題について

特別講義A-1　母子保健と少子化対策（山縣　然太朗）

　我が国の母子保健政策と子育て支援法について

講義A2-5　職業に起因する疾病Ⅰ（甲田）

　金属、有機溶剤、その他化合物、有害ガス、酸素欠乏による健康障害について

演習A2-5　練習問題と解説（甲田）

講義A2-6　職業に起因する疾病Ⅱ（甲田）

　農薬中毒、職業がん、粉塵、放射線による健康障害について

特別講義A-2　アスベストの人体への影響（車谷　典男）

　アスベストの人体影響の疫学について

講義A2-7　職業に起因する疾病Ⅲ（甲田）

　騒音、振動、温熱、 気圧による健康障害について

講義A2-8　職業に起因する疾病Ⅳ（甲田）

　作業関連疾患、腰痛と頸肩腕障害、メンタルヘルス、過労死と過労自殺について

演習A2-5，-6，-7，-8　練習問題と解説（甲田）

講義A2-9，-10　産業保健管理Ⅰ，Ⅱ（伊木）

　安全衛生管理の組織、作業環境管理、作業管理、健康管理、労働災害とその補償につい

演習A2-9，-10　練習問題と解説（伊木）

演習A2-4，-9，-10　練習問題と解説（伊木）

演習A2-4，-9，-10　相互学習Q&A（伊木）

講義A2-11，-12　法による医師の義務Ⅰ，Ⅱ（伊木）

　医師法と医療法に定める医師の義務、 医師に届け出義務がある事項について

演習A2-11，-12　練習問題と解説（伊木）

特別講義A-3　臨床と行政の交差点（上家　和子）

　行政で働く医師の仕事について

特別講義A-4　国際保健医療協力（西山　利正）

　国際保健の現状について

予習内容：事前に配布する各講義の到達目標について予習すること

予習時間：60分

復習内容：各講義の到達目標の達成状況を参照しつつ復習すること

復習時間：60分
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社会医学ユニット合同オリエンテーション

社会医学ユニット(公衆衛生学、環境医学・行動科学、法医学)の全体像、各コースの進め方について

講義A1-1　疫学と公衆衛生学(伊木)

　健康の定義、リスク要因、疫学の役割、疾患の経過の全体像について

講義A1-2　臨床判断こんな時、君は何を根拠に判断するか(伊木）

　科学的な臨床判断のための臨床疫学指標について

演習A1-1，-2　練習問題と解説(伊木）

講義A1-3　予防医学のストラテジー(甲田)

　疾病予防の３つのレベル、ヘルスプロモーションの概要について

演習A1-3　練習問題と解説(甲田）

講義A1-4　人を対象とした医学研究のデザインⅠ（藤田）

　記述疫学、罹患率と有病率、集積性、分析疫学について

演習A1-4　練習問題と解説（藤田）

演習A1-4　相互学習Q＆A（藤田）

講義A1-5　人を対象にした医学研究のデザインⅡ（藤田）

　患者対照研究、要因対照研究（コホート研究）、無作為割付比較試験について

演習A1-5　練習問題と解説 (藤田）

演習A1-4，-5　相互学習 Q & A (藤田）

講義A1-6　人口統計指標とその動向(由良)

　人口静態統計と人口動態統計の指標と動向、死因の動向について

演習A1-6　練習問題と解説（由良）

講義A1-7　リスクとは何か、その表現と評価（藤田）

　相対危険度と寄与危険度、オッズ比、治療の有効性指標について

演習A1-7　分析疫学指標の意味と計算1（藤田）

演習A1-7　相互学習 Q & A (藤田）

講義A1-8　人口以外の保健統計(甲田）

　生命表の諸関数と平均寿命、国民生活基礎調査と患者調査、その他保健統計について

演習A1-8　練習問題と解説（甲田）

演習A1-8　相互学習 Q & A (甲田）

講義A1-9，-10　研究結果を信じるな　真実か偶然かバイアスかⅠ，Ⅱ（藤田）

　臨床検査の系統誤差と非系統誤差、各種バイアスの具体例と対策について

演習A1-9，-10　練習問題と解説（藤田）

演習A1-4，-5，-7　分析疫学指標の意味と計算2（由良）

演習A1-4，-5，-7　相互学習 Q & A (由良）

講義A1-11，-12　検査を検査し、診断を診断するⅠ，Ⅱ（藤田）

　臨床検査の有効性評価と診断的検査結果の解釈、臨床判断の方法について

演習A1-11，-12　練習問題と解説（藤田）

演習A1-11，-12　臨床検査の有効性指標の意味と計算1，2（立木）

演習A1-11，-12　相互学習 Q & A（立木）

講義A1-13　エビデンスに基づく臨床判断（伊木）

　科学的根拠に基づく臨床判断の手順、医学文献の吟味、医学情報の現場への適用について

演習A1-13　練習問題と解説（伊木）

演習A1-13　相互学習 Q & A（伊木）

講義A2-1　社会保障の枠組とSafety net（甲田）

　社会保障の理念と主たる分野、社会保険、公的年金、公的扶助について

講義A2-2　母子保健（甲田）

　母子保健指標の動向、母子保健事業、ハイリスク妊娠・胎児の要因、母子への医療援護について

演習A2-1，-2　練習問題と解説（甲田）

演習A2-1，2　相互学習Q&A（甲田）

講義A2-3　学校保健と小児保健（甲田）

　学校保健教育と保健管理、健康診断、感染症対策、小児健康問題の動向について

演習A2-3　練習問題と解説（甲田）

講義A2-4　産業保健総論（伊木）

　産業保健の目的、労働災害、業務上疾病の動向、産業医、現代の課題について

特別講義A-1　母子保健と少子化対策（山縣　然太朗）

　我が国の母子保健政策と子育て支援法について

講義A2-5　職業に起因する疾病Ⅰ（甲田）

　金属、有機溶剤、その他化合物、有害ガス、酸素欠乏による健康障害について

演習A2-5　練習問題と解説（甲田）

講義A2-6　職業に起因する疾病Ⅱ（甲田）

　農薬中毒、職業がん、粉塵、放射線による健康障害について

特別講義A-2　アスベストの人体への影響（車谷　典男）

　アスベストの人体影響の疫学について

講義A2-7　職業に起因する疾病Ⅲ（甲田）

　騒音、振動、温熱、 気圧による健康障害について

講義A2-8　職業に起因する疾病Ⅳ（甲田）

　作業関連疾患、腰痛と頸肩腕障害、メンタルヘルス、過労死と過労自殺について

演習A2-5，-6，-7，-8　練習問題と解説（甲田）

講義A2-9，-10　産業保健管理Ⅰ，Ⅱ（伊木）

　安全衛生管理の組織、作業環境管理、作業管理、健康管理、労働災害とその補償につい

演習A2-9，-10　練習問題と解説（伊木）

演習A2-4，-9，-10　練習問題と解説（伊木）

演習A2-4，-9，-10　相互学習Q&A（伊木）

講義A2-11，-12　法による医師の義務Ⅰ，Ⅱ（伊木）

　医師法と医療法に定める医師の義務、 医師に届け出義務がある事項について

演習A2-11，-12　練習問題と解説（伊木）

特別講義A-3　臨床と行政の交差点（上家　和子）

　行政で働く医師の仕事について

特別講義A-4　国際保健医療協力（西山　利正）

　国際保健の現状について

予習内容：事前に配布する各講義の到達目標について予習すること

予習時間：60分

復習内容：各講義の到達目標の達成状況を参照しつつ復習すること

復習時間：60分
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社会医学ユニット合同オリエンテーション

社会医学ユニット(公衆衛生学、環境医学・行動科学、法医学)の全体像、各コースの進め方について

講義A1-1　疫学と公衆衛生学(伊木)

　健康の定義、リスク要因、疫学の役割、疾患の経過の全体像について

講義A1-2　臨床判断こんな時、君は何を根拠に判断するか(伊木）

　科学的な臨床判断のための臨床疫学指標について

演習A1-1，-2　練習問題と解説(伊木）

講義A1-3　予防医学のストラテジー(甲田)

　疾病予防の３つのレベル、ヘルスプロモーションの概要について

演習A1-3　練習問題と解説(甲田）

講義A1-4　人を対象とした医学研究のデザインⅠ（藤田）

　記述疫学、罹患率と有病率、集積性、分析疫学について

演習A1-4　練習問題と解説（藤田）

演習A1-4　相互学習Q＆A（藤田）

講義A1-5　人を対象にした医学研究のデザインⅡ（藤田）

　患者対照研究、要因対照研究（コホート研究）、無作為割付比較試験について

演習A1-5　練習問題と解説 (藤田）

演習A1-4，-5　相互学習 Q & A (藤田）

講義A1-6　人口統計指標とその動向(由良)

　人口静態統計と人口動態統計の指標と動向、死因の動向について

演習A1-6　練習問題と解説（由良）

講義A1-7　リスクとは何か、その表現と評価（藤田）

　相対危険度と寄与危険度、オッズ比、治療の有効性指標について

演習A1-7　分析疫学指標の意味と計算1（藤田）

演習A1-7　相互学習 Q & A (藤田）

講義A1-8　人口以外の保健統計(甲田）

　生命表の諸関数と平均寿命、国民生活基礎調査と患者調査、その他保健統計について

演習A1-8　練習問題と解説（甲田）

演習A1-8　相互学習 Q & A (甲田）

講義A1-9，-10　研究結果を信じるな　真実か偶然かバイアスかⅠ，Ⅱ（藤田）

　臨床検査の系統誤差と非系統誤差、各種バイアスの具体例と対策について

演習A1-9，-10　練習問題と解説（藤田）

演習A1-4，-5，-7　分析疫学指標の意味と計算2（由良）

演習A1-4，-5，-7　相互学習 Q & A (由良）

講義A1-11，-12　検査を検査し、診断を診断するⅠ，Ⅱ（藤田）

　臨床検査の有効性評価と診断的検査結果の解釈、臨床判断の方法について

演習A1-11，-12　練習問題と解説（藤田）

演習A1-11，-12　臨床検査の有効性指標の意味と計算1，2（立木）

演習A1-11，-12　相互学習 Q & A（立木）

講義A1-13　エビデンスに基づく臨床判断（伊木）

　科学的根拠に基づく臨床判断の手順、医学文献の吟味、医学情報の現場への適用について

演習A1-13　練習問題と解説（伊木）

演習A1-13　相互学習 Q & A（伊木）

講義A2-1　社会保障の枠組とSafety net（甲田）

　社会保障の理念と主たる分野、社会保険、公的年金、公的扶助について

講義A2-2　母子保健（甲田）

　母子保健指標の動向、母子保健事業、ハイリスク妊娠・胎児の要因、母子への医療援護について

演習A2-1，-2　練習問題と解説（甲田）

演習A2-1，2　相互学習Q&A（甲田）

講義A2-3　学校保健と小児保健（甲田）

　学校保健教育と保健管理、健康診断、感染症対策、小児健康問題の動向について

演習A2-3　練習問題と解説（甲田）

講義A2-4　産業保健総論（伊木）

　産業保健の目的、労働災害、業務上疾病の動向、産業医、現代の課題について

特別講義A-1　母子保健と少子化対策（山縣　然太朗）

　我が国の母子保健政策と子育て支援法について

講義A2-5　職業に起因する疾病Ⅰ（甲田）

　金属、有機溶剤、その他化合物、有害ガス、酸素欠乏による健康障害について

演習A2-5　練習問題と解説（甲田）

講義A2-6　職業に起因する疾病Ⅱ（甲田）

　農薬中毒、職業がん、粉塵、放射線による健康障害について

特別講義A-2　アスベストの人体への影響（車谷　典男）

　アスベストの人体影響の疫学について

講義A2-7　職業に起因する疾病Ⅲ（甲田）

　騒音、振動、温熱、 気圧による健康障害について

講義A2-8　職業に起因する疾病Ⅳ（甲田）

　作業関連疾患、腰痛と頸肩腕障害、メンタルヘルス、過労死と過労自殺について

演習A2-5，-6，-7，-8　練習問題と解説（甲田）

講義A2-9，-10　産業保健管理Ⅰ，Ⅱ（伊木）

　安全衛生管理の組織、作業環境管理、作業管理、健康管理、労働災害とその補償につい

演習A2-9，-10　練習問題と解説（伊木）

演習A2-4，-9，-10　練習問題と解説（伊木）

演習A2-4，-9，-10　相互学習Q&A（伊木）

講義A2-11，-12　法による医師の義務Ⅰ，Ⅱ（伊木）

　医師法と医療法に定める医師の義務、 医師に届け出義務がある事項について

演習A2-11，-12　練習問題と解説（伊木）

特別講義A-3　臨床と行政の交差点（上家　和子）

　行政で働く医師の仕事について

特別講義A-4　国際保健医療協力（西山　利正）

　国際保健の現状について

予習内容：事前に配布する各講義の到達目標について予習すること

予習時間：60分

復習内容：各講義の到達目標の達成状況を参照しつつ復習すること

復習時間：60分

■ホームページ

近畿大学医学部　公衆衛生学教室　http://www.med.kindai.ac.jp/pubheal/
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シラバス№： 1811900056

社会医学（法医学コース）科目名　：

英文名　：

巽　信二・西尾　斉・泉谷　信行担当者　：

医学科開講学科：

180時間 開講期： 必修科目必修選択の別：開講年次：単　位　： 4年次

科目区分： 専門科目

備　考　：

■授業概要・方法等

授業は講義と実習から成る。主に法医学教室の教官が講義を行うが、一部の内容については学外の教官による講義も行う。各講

義においては双方向授業となるよう努め、学生には既習および発展的な内容に関する質疑応答を適宜行い、自学自習を強く促

す。

実習においては、実習内容を十分に理解し、正しい死亡診断書・死体検案書の書き方について学べるように、教官が指導する。

実習時間中に様々な案件について、死亡診断書・死体検案書が正しく書けるように指導する。

学生からの質問には授業時間内・終了後等を利用して対処し、学生が自由に質問できる機会を作る。

全講義終了後に総合的評価のための本試験を実施し、カリキュラムの習熟度を評価する。

■学習・教育目標及び到達目標

関連ディプロマポリシー

 ①　医師として必要な法医学の知識や死体検案の知識を修得すること。

 ②　法医学的視点から、問題を解決できる基礎的知識や公正な態度を修得すること。

関連教育アウトカム

 ①　法医学的見方で医学的事項に関して助言が出来る

 ②　医学的知識

キーワード

　臨床法医学、死体現象、損傷、中毒、個人識別

社会医学（法医学コース）として上記の関連教育アウトカムを達成するため、下記を学習・教育目標とする。

法医学とは医学的解明助言を必要とする法律上の案件、事項について、科学的で公正な医学的判断を下すことによって、個人の

基本的人権の擁護、社会の安全、福祉の維持に寄与することを目的とする医学である。（1982年　日本法医学会教育委員会報

告）（法医学の定義）

1. 法治国の医師として、法律・人権・健康等が正当に守られるよう、医学および自然科学の知見もとに、法律上の問題の鑑定・

研究を行うものとする。

2. 医学・医療が関わる法的諸問題を理解し、法医学的視点から臨機応変かつ的確に問題解決できる基礎的技能や公正な態度を修

得する。

3. 医師となる医学生として必要な法医学・死体検案の知識を修得する。

4. 平成21年度導入の死亡時画像診断（Autopsy imaging：Ai）について理解し、死後の画像診断を修得する。

上記の学習・教育目標の到達レベルを知るための具体的な目標を以下に示す。

1. 法医学の社会的使命について説明できる。

2. 死の概念・定義・個体の死を説明できる。

3. 異状死体と自然死の違いを説明できる。

4. 死体現象・死後変化について説明できる。

5. 生活反応・死後経過時間について説明できる。

6. 窒息の所見・メカニズムについて説明できる。

7. 各種損傷のメカニズム・特徴を説明できる。

8. 内因性急死の臨床的特徴や病理学的所見について説明できる。

9. 原因不明の突然死について説明できる。

10. 異常環境下の死について説明できる。

11. 法中毒学の重要な薬物について基礎的な知識を説明できる。

12. 個人識別について説明できる。

13. 法医学における血液型について説明できる。

14. DNA鑑定について説明できる。

15. 各種物体検査について説明できる。

16. Autopsy imaging(Ai)について説明できる。

17. 死体検案の基本的知識を習得し、簡単な死後経過時間の推定が行えるようになる。

18. 死亡診断書と死体検案書の違いを説明でき、それぞれの書き方を習得し、作成できるようになる。

19. 医の倫理について医事法学的視点から論ずることができる。

20. 医師法について説明ができ、医師の法的義務を説明できる。
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関連ディプロマポリシー

 ①　医師として必要な法医学の知識や死体検案の知識を修得すること。

 ②　法医学的視点から、問題を解決できる基礎的知識や公正な態度を修得すること。

関連教育アウトカム

 ①　法医学的見方で医学的事項に関して助言が出来る

 ②　医学的知識

キーワード

　臨床法医学、死体現象、損傷、中毒、個人識別

社会医学（法医学コース）として上記の関連教育アウトカムを達成するため、下記を学習・教育目標とする。

法医学とは医学的解明助言を必要とする法律上の案件、事項について、科学的で公正な医学的判断を下すことによって、個人の

基本的人権の擁護、社会の安全、福祉の維持に寄与することを目的とする医学である。（1982年　日本法医学会教育委員会報

告）（法医学の定義）

1. 法治国の医師として、法律・人権・健康等が正当に守られるよう、医学および自然科学の知見もとに、法律上の問題の鑑定・

研究を行うものとする。

2. 医学・医療が関わる法的諸問題を理解し、法医学的視点から臨機応変かつ的確に問題解決できる基礎的技能や公正な態度を修

得する。

3. 医師となる医学生として必要な法医学・死体検案の知識を修得する。

4. 平成21年度導入の死亡時画像診断（Autopsy imaging：Ai）について理解し、死後の画像診断を修得する。

上記の学習・教育目標の到達レベルを知るための具体的な目標を以下に示す。

1. 法医学の社会的使命について説明できる。

2. 死の概念・定義・個体の死を説明できる。

3. 異状死体と自然死の違いを説明できる。

4. 死体現象・死後変化について説明できる。

5. 生活反応・死後経過時間について説明できる。

6. 窒息の所見・メカニズムについて説明できる。

7. 各種損傷のメカニズム・特徴を説明できる。

8. 内因性急死の臨床的特徴や病理学的所見について説明できる。

9. 原因不明の突然死について説明できる。

10. 異常環境下の死について説明できる。

11. 法中毒学の重要な薬物について基礎的な知識を説明できる。

12. 個人識別について説明できる。

13. 法医学における血液型について説明できる。

14. DNA鑑定について説明できる。

15. 各種物体検査について説明できる。

16. Autopsy imaging(Ai)について説明できる。

17. 死体検案の基本的知識を習得し、簡単な死後経過時間の推定が行えるようになる。

18. 死亡診断書と死体検案書の違いを説明でき、それぞれの書き方を習得し、作成できるようになる。

19. 医の倫理について医事法学的視点から論ずることができる。

20. 医師法について説明ができ、医師の法的義務を説明できる。

■成績評価方法および基準

本試験（死亡診断書・死体検案書の書き方を含む） 80%

レポート 20%

■試験・課題に対するフィードバック方法

学生ポータルサイトに掲載します。

■教科書

指定しない

■参考文献

[ISBN]9784906714360 『Autopsy imaging ガイドライン【第3版】』 (ベクトル・コア : 2015)

[ISBN]9784765315920 『死体検案ハンドブック　改訂3版』 (金芳堂 : 2014)

[ISBN]9784260015929 『標準法医学 第7版 (標準医学シリーズ)』 (石津 日出雄, 医学書院 : 2012)

[ISBN]9784525190736 『法医学』 (南山堂 : 2015)

[ISBN]9784524240791 『New法医学・医事法 (Nankodo’s essential wellーadvan)』 (勝又 義直, 南江堂 : 2008)

[ISBN]9784525191238 『身近な法医学』 (塩野 寛, 南山堂 : 2008)

[ISBN]9784498007017 『臨床法医学テキスト』 (佐藤喜宣, 中外医学社 : 2012)

[ISBN]9784525190262 『学生のための法医学』 (田中 宣幸, (株)南山堂 : 2006)

[ISBN]9784263207970 『エッセンシャルシリーズNEWエッセンシャル法医学第5版』 (医歯薬出版 : 2012)

[ISBN]483060607X 『病理医にも役立つ法医解剖入門』 (舟山 真人, 文光堂 : 2003)

『法医検視読本（大阪府警版）』（巽　信二，東京法令出版）

■関連科目

臨床基礎科目、臨床科目すべて

■授業評価アンケート実施方法

実施規程に準拠して行う。

■研究室・メールアドレス

研究棟1階 法医学・houigaku@med.kindai.ac.jp

■オフィスアワー

月曜日、木曜日　PM0～1時

■授業計画の内容及び時間外学修の内容・時間

項目が回数分け出来ないので、下記に項目名とその概要を示す。

予習内容：各項目名に対応する教科書の部分を読み、不明な語句について調べる。

予習時間：15分

復習内容：授業中に書き込んだ内容を整理して、不明な部分を調べる。

復習時間：15分

○ 法医学総論

 ①　法医学の社会的役割について講義する。

 ②　法医学の業務について講義する。

 ③　法医解剖について講義する。

○ 死体現象

 ①　死の定義と死の確認について講義する。

 ②　死亡直後から認められる現象について講義する。

 ③　事件経過に伴う死体現症について講義する。

 ④　永久死体について講義する。

 ⑤　死後経過時間について講義する。

 ⑥　生活藩王について講義する。

○ 異状死体

 ①　異状死体に関する一般的事項について講義する。

○ 内因性急死

 ①　内因性急死に関する一般的事項について講義する。

 ②　内因性急死の種類について講義する。

○ 外因による死亡

 ①　外因による死亡の概念について講義する。

○ 損傷

 ①　損傷に関する一般的事項について講義する。

 ②　鈍体による損傷について講義する。

 ③　鋭器による損傷について講義する。

 ④　銃器による損傷について講義する。

 ⑤　創傷による死因について講義する。

 ⑥　交通事故損傷について講義する。

○ 窒息

 ①　窒息の法医学的意義について講義する。

 ②　窒息の分類について講義する。

 ③　窒息のメカニズムについて講義する。

 ④　窒息の症状・経過について講義する。

 ⑤　縊頸について講義する。

 ⑥　絞頸について講義する。

 ⑦　扼頸について講義する。

 ⑧　溺死について講義する。

 ⑨　その他の窒息死について講義する。

○ 中毒

 ①　急性中毒死の一般症状と死体所見について講義する。

 ②　毒物検査について講義する。

 ③　揮発性毒物について講義する。

 ④　難揮発性毒物について講義する。

 ⑤　特殊な検査を必要とする毒物について講義する。

 ⑥　動物性の毒物について講義する。

 ⑦　無機毒物について講義する。

○ 嬰児殺

 ①　嬰児殺に関する一般的事項ついて講義する。

○ 虐待

 ①　児童虐待に関する一般的事項ついて講義する。

○ 物体検査

 ①　物体検査に関する一般的事項について講義する。

 ②　血液型について講義する。

 ③　DNAの多型について講義する。

○ 個人識別

 ①　個人識別に関する一般的事項について講義する。

 ②　硬組織個人識別について講義する。

 ③　皮膚紋理について講義する。

○ 実習

　死亡診断書・死体検案書の書き方を実習する。

 ①　死亡診断書･死体検案書の適性記載例について講義する。

 ②　死亡診断書･死体検案書の不適性記載例について講義する。

 ③　実例を掲示し、それらに関しての死亡診断書･死体検案書を作成する。
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項目が回数分け出来ないので、下記に項目名とその概要を示す。

予習内容：各項目名に対応する教科書の部分を読み、不明な語句について調べる。

予習時間：15分

復習内容：授業中に書き込んだ内容を整理して、不明な部分を調べる。

復習時間：15分

○ 法医学総論

 ①　法医学の社会的役割について講義する。

 ②　法医学の業務について講義する。

 ③　法医解剖について講義する。

○ 死体現象

 ①　死の定義と死の確認について講義する。

 ②　死亡直後から認められる現象について講義する。

 ③　事件経過に伴う死体現症について講義する。

 ④　永久死体について講義する。

 ⑤　死後経過時間について講義する。

 ⑥　生活藩王について講義する。

○ 異状死体

 ①　異状死体に関する一般的事項について講義する。

○ 内因性急死

 ①　内因性急死に関する一般的事項について講義する。

 ②　内因性急死の種類について講義する。

○ 外因による死亡

 ①　外因による死亡の概念について講義する。

○ 損傷

 ①　損傷に関する一般的事項について講義する。

 ②　鈍体による損傷について講義する。

 ③　鋭器による損傷について講義する。

 ④　銃器による損傷について講義する。

 ⑤　創傷による死因について講義する。

 ⑥　交通事故損傷について講義する。

○ 窒息

 ①　窒息の法医学的意義について講義する。

 ②　窒息の分類について講義する。

 ③　窒息のメカニズムについて講義する。

 ④　窒息の症状・経過について講義する。

 ⑤　縊頸について講義する。

 ⑥　絞頸について講義する。

 ⑦　扼頸について講義する。

 ⑧　溺死について講義する。

 ⑨　その他の窒息死について講義する。

○ 中毒

 ①　急性中毒死の一般症状と死体所見について講義する。

 ②　毒物検査について講義する。

 ③　揮発性毒物について講義する。

 ④　難揮発性毒物について講義する。

 ⑤　特殊な検査を必要とする毒物について講義する。

 ⑥　動物性の毒物について講義する。

 ⑦　無機毒物について講義する。

○ 嬰児殺

 ①　嬰児殺に関する一般的事項ついて講義する。

○ 虐待

 ①　児童虐待に関する一般的事項ついて講義する。

○ 物体検査

 ①　物体検査に関する一般的事項について講義する。

 ②　血液型について講義する。

 ③　DNAの多型について講義する。

○ 個人識別

 ①　個人識別に関する一般的事項について講義する。

 ②　硬組織個人識別について講義する。

 ③　皮膚紋理について講義する。

○ 実習

　死亡診断書・死体検案書の書き方を実習する。

 ①　死亡診断書･死体検案書の適性記載例について講義する。

 ②　死亡診断書･死体検案書の不適性記載例について講義する。

 ③　実例を掲示し、それらに関しての死亡診断書･死体検案書を作成する。
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■ホームページ

近畿大学医学部　法医学教室　http://kulm.jp
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シラバス№： 1811900004

心理と行動科目名　：

英文名　：

池本　明弘担当者　：

医学科開講学科：

後期2単位 開講期： 必修科目必修選択の別：開講年次：単　位　： 1年次

科目区分： 共通教養科目

備　考　：

■授業概要・方法等

人間の心は厳密科学のように必ずしもデータで測れるものばかりではない。患者の心理や行動をどう理解し、関わっていくか

は、これからの時代の医師に求められる素養の一つであろう。この授業では、講義を中心としながらも、時折、簡単な心理的実

験、体験を通して理解を深める。学生には講義中に問いかけることも多いので、自分の考えや意見を積極的に述べる態度を期待

する。

■学習・教育目標及び到達目標

関連ディプロマポリシー

1.医師として患者の不安な心情を理解しようとする態度を身につける。

2.患者の訴えに共感的理解し、人間味のある医師を目指す。

3.患者を理解するために必要な心理学的知見を身に付ける。

関連教育アウトカム

1.心理学的基本知識

2.誠実さと医学的な態度

3.患者の行動、言動から気持ちを推測する姿勢

キーワード

脳と心理、心理学的発達、行動遺伝学、社会と心理

以下の項目を学習目標とする

1.心理学の知識を中心として、人の行動が脳の生理、遺伝子、社会からの要請を受けてどう変化するのかに

  ついて理解を深める。

2.特に認知や、人の精神的成熟、精神心理的な発達については医師として関連の強い分野であるためより深

  い理解をめざす。

3.最終的には、身体的疾患から情緒的不安定に陥りやすい患者の心理を共感的に理解できることを目指す。

4.また、社会的現象や世の中に蔓延っている「常識」の一部が、実は根拠に乏しい集団的思い込みに過ぎな　　い、という事柄

に関しても幾つかのトピックスを紹介したい。更に、時事問題に対してもその時々で、心理　学的見地から簡単な解説を加え、

理解の一助としたい。

上記の学習レベルに到達するための具体的目標

1.脳の生理と心理の関連について説明できる。

2.認知活動と人の心理行動との関連について説明できる。

3.性格や心理的な発達について説明できる。

4.精神医療での「認知行動療法」について説明できる。

5.社会心理学に基づき、人の印象、態度、エラー行動、災害時の心理および行動を説明できる。

■成績評価方法および基準

記述試験(全講義終了後実施。理解力、論理構成力、創造性、発想力、推論能力等を講義内容に基づき評価する。) 80%

レポート等(心理学のリテラシー、基本的知識、概念を中心に評価する。) 20%

■試験・課題に対するフィードバック方法

試験期間終了後に掲示

■教科書

オリジナル資料

■参考文献

[ISBN]4571200544 『クイズと体験でわかる心理学』 (海保 博之, 福村出版 : 1995)

[ISBN]4795234701 『続アドラー心理学 トーキングセミナー―勇気づけの家族コミュニケーション (マインドエージシリー

ズ)』 (野田 俊作, アニマ2001 : 1991)

[ISBN]478190825X 『グラフィック心理学 (Graphic text book)』 (北尾 倫彦, サイエンス社 : 1997)
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[ISBN]4571200544 『クイズと体験でわかる心理学』 (海保 博之, 福村出版 : 1995)

[ISBN]4795234701 『続アドラー心理学 トーキングセミナー―勇気づけの家族コミュニケーション (マインドエージシリー

ズ)』 (野田 俊作, アニマ2001 : 1991)

[ISBN]478190825X 『グラフィック心理学 (Graphic text book)』 (北尾 倫彦, サイエンス社 : 1997)

■関連科目

脳科学、遺伝学

■授業評価アンケート実施方法

医学部実施規程に準拠して行います。（15回目の講義終了後）

■研究室・メールアドレス

進学棟２階講師控室・freddie-m@nifty.com

■オフィスアワー

講義時間の前後

■授業計画の内容及び時間外学修の内容・時間

第1回  脳の生理と心理

予習内容：高校生物程度の脳に関する知識

予習時間：30分

復習内容：脳による男女の好み、行動の違い、LGBTへの理解

復習時間：30分

大脳半球の側性化、文化による脳への影響、脳の性差

第2回  睡眠と覚醒

予習内容：睡眠不足とストレスの関係

予習時間：30分

復習内容：睡眠時の脳波、REM睡眠、睡眠麻痺の関係

復習時間：30分

睡眠バランスが人の心理に与える影響について

第3回  依存と脳の生理

予習内容：依存を引き起こす物質について調べておく

予習時間：30分

復習内容：精神依存、身体依存、離脱症状、対応

復習時間：30分

薬物等への依存のメカニズムと対応

第4回  脳と記憶

予習内容：海馬について調べておく。

予習時間：30分

復習内容：認知症の分類、対応。

復習時間：30分

海馬と記憶の関係、認知症

第5回  知覚心理

予習内容：目の構造と脳の視覚領域について調べておく。

予習時間：30分

復習内容：大きさの恒常性、錯視のメカニズムを理解する。

復習時間：30分

目の構造と錯視、見えの世界のあやふやさ。恒常性。

第6回  心理学的認知

予習内容：認知とは何か、について調べておく。

予習時間：30分

復習内容：心理学的認知と実際の脳の機能とのマッチングを理解する。

復習時間：30分

人の情報処理の心理学的メカニズム

第7回  記憶と忘却

予習内容：記憶と意味づけの関連。

予習時間：30分

復習内容：再度海馬と記憶、知識間の関連性。

復習時間：30分

効率の良い記憶方法と忘れないための工夫
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予習内容：記憶と意味づけの関連。

予習時間：30分

復習内容：再度海馬と記憶、知識間の関連性。

復習時間：30分

効率の良い記憶方法と忘れないための工夫

第8回  性格の形成

予習内容：性格の生得説、環境説、輻輳説

予習時間：30分

復習内容：遺伝と環境要因がどう関わるか

復習時間：30分

性格形成に遺伝、器官劣等性、家族、文化がどう影響するか

第9回  心理学的発達Ⅰ

予習内容：対象の永続性、認知の自己中心性

予習時間：30分

復習内容：脳の発達に伴い、認知がどう発達するかの関係

復習時間：30分

Piaget,Jの認知発達論

第10回  心理学的発達Ⅱ

予習内容：自分の現在までの心理的発達について考えてみる

予習時間：30分

復習内容：子供から大人へのものの味方、考え方の変化の流れ

復習時間：30分

総合心理発達

第11回  臨床心理学

予習内容：FreudとAdlerについて調べる

予習時間：30分

復習内容：過去に原因を求めるFreudと未来に目的を探すAdlerの違い

復習時間：30分

Freudの精神分析とAdlerのindividual psychology

第12回  学習心理学

予習内容：条件反射等について調べる

予習時間：30分

復習内容：学習のメカニズム、動機の関わり、消去

復習時間：30分

学習理論、動機

第13回  行動主義

予習内容：行動療法、認知療法、認知行動療法

予習時間：30分

復習内容：認知行動療法の適用、効果

復習時間：30分

認知行動療法の効用と限界

第14回  社会心理

予習内容：人イメージ、態度を変えさせる方策

予習時間：30分

復習内容：スキーマとヒューリスティックス、説得的コミュニケーション

復習時間：30分

印象形成、態度変容

第15回  医療事故、災害と心理

予習内容：エラーについて

予習時間：30分

復習内容：エラー対策、災害時に陥る心理状態

復習時間：30分

ヒューマンエラー、災害時の行動と心理

定期試験

全講義終了後、筆記試験を行う

■ホームページ
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シラバス№： 1811900003

人権と社会科目名　：

英文名　：

北口　末広担当者　：

医学科開講学科：

前期2単位 開講期： 必修科目必修選択の別：開講年次：単　位　： 1年次

科目区分： 共通教養科目

備　考　：

■授業概要・方法等

内外における人権問題や部落問題をはじめとする差別問題について、理論的、実証的に明らかにする。

また、遺伝子工学や人工知能等に代表される「科学技術の進歩と人権」や「メディアリテラシーと人権」などの新しいテーマに

も取り組む。

さらに、それらの課題について具体的政策を検討するとともに、討論形式も含め参加・参画型教育方法も取り入れて学習を深

め、人権全般に関する基礎的な知識・感覚の学習を深める。

■学習・教育目標及び到達目標

内外における人権問題や部落問題をはじめとする差別問題について、理論的、実証的に正確な理解を目指す。

また、遺伝子工学や人工知能等と人権問題の関連性を理解する。

さらに討論形式も含め参加・参画型教育方法も取り入れて学習を深め、人権全般に関する基礎的な知識・感覚の習得を目指す。

■成績評価方法および基準

定期試験 80%

小テストとレポート 20%

■試験・課題に対するフィードバック方法

講義の中間的な時期に試験等を実施した場合は、試験終了後に模範答案（印刷物）を配布するか、講義中に解説する。

■教科書

指定しない

■参考文献

[ISBN]9784140814550 『遺伝子医療革命―ゲノム科学がわたしたちを変える』 (フランシス・Ｓ・コリンズ, 日本放送出版協

会 : 2011)

[ISBN]9784759260793 『人権相談ハンドブック―暮らしに役立つQ&A』 (ニューメディア人権機構 : 2003)

■関連科目

なし

■授業評価アンケート実施方法

学部実施規程に準拠して実施する。

■研究室・メールアドレス

東大阪キャンパス・本館５階・北口末広研究室

kitaguchi@msa.kindai.ac.jp

■オフィスアワー

授業の前後

■授業計画の内容及び時間外学修の内容・時間

１、人権に関する基本的な疑問について考える

２、討議を通して人権感覚の多様性について考える

３、メディアリテラシーと人権①ー新聞報道から考える

４、メディアリテラシーと人権②ーテレビ放送から考える

５、メディアリテラシーについての解説

６、情報を正確に理解するために

７、情報と人権---情報の伝達、特にデマ情報の伝わり方等を解説する

８、人権侵害基準・差別基準について考える①

９、人権侵害基準・差別基準について考える②

10、意識･感覚と社会システム及び人と人との関係性について考察する

11、セクハラと女性差別---セクハラの現状と課題について論じる

12、偏見の存続要因と克服への課題ー偏見の主要な存続要因について論じる

13、差別とは何か、その原因、機能について考察する①

14、差別とは何か、その原因、機能について考察する②

15、差別撤廃のためのいとなみ・歴史ついて考察する

16、報道被害を事例に人権救済のあり方を考察する①

17、報道被害を事例に人権救済のあり方を考察する②

18、表現と人権についての諸問題

19、人権相談システムの機能と役割

20、部落差別撤廃のために法的政策について考える

21、国際人権諸条約と差別撤廃法ついて考察する

22、インターネットと人権

23、科学技術の進歩と人権---生命工学・遺伝子工学の視点から考察する

24、科学技術の進歩と人権---最新の人工知能進化の視点から考察する

25、医療と人権ーインフォームド・コンセントについての解説

各授業回ごとに授業テーマの内容について、各種文献やデータ、研究レポート、報道内容等を事前学習するために予習時間（６

０分）を取るとともに、授業後はその内容を自身で再整理し、自ら口頭及び文章で発表できるように復習時間（６０分）を取る

こと。
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１、人権に関する基本的な疑問について考える

２、討議を通して人権感覚の多様性について考える

３、メディアリテラシーと人権①ー新聞報道から考える

４、メディアリテラシーと人権②ーテレビ放送から考える

５、メディアリテラシーについての解説

６、情報を正確に理解するために

７、情報と人権---情報の伝達、特にデマ情報の伝わり方等を解説する

８、人権侵害基準・差別基準について考える①

９、人権侵害基準・差別基準について考える②

10、意識･感覚と社会システム及び人と人との関係性について考察する

11、セクハラと女性差別---セクハラの現状と課題について論じる

12、偏見の存続要因と克服への課題ー偏見の主要な存続要因について論じる

13、差別とは何か、その原因、機能について考察する①

14、差別とは何か、その原因、機能について考察する②

15、差別撤廃のためのいとなみ・歴史ついて考察する

16、報道被害を事例に人権救済のあり方を考察する①

17、報道被害を事例に人権救済のあり方を考察する②

18、表現と人権についての諸問題

19、人権相談システムの機能と役割

20、部落差別撤廃のために法的政策について考える

21、国際人権諸条約と差別撤廃法ついて考察する

22、インターネットと人権

23、科学技術の進歩と人権---生命工学・遺伝子工学の視点から考察する

24、科学技術の進歩と人権---最新の人工知能進化の視点から考察する

25、医療と人権ーインフォームド・コンセントについての解説

各授業回ごとに授業テーマの内容について、各種文献やデータ、研究レポート、報道内容等を事前学習するために予習時間（６

０分）を取るとともに、授業後はその内容を自身で再整理し、自ら口頭及び文章で発表できるように復習時間（６０分）を取る

こと。

■ホームページ
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シラバス№： 1811900017

人体構造Ⅰ科目名　：

英文名　：

重吉　康史・竹山　宜典・光冨　徹哉・村尾　佳則・宮田　信吾・長野　護・

肥田　仁一・松尾　拓哉・鯉沼　聡・筋野 貢・中嶋　正人・吉川　朋子・

田中　雅樹・小西　啓悦・金澤　佑治

担当者　：

医学科開講学科：

125時間 開講期： 必修科目必修選択の別：開講年次：単　位　： 2年次

科目区分： 専門科目

備　考　：

■授業概要・方法等

ヒトの“からだ”の成り立ちを理解するためには人体の構造と機能について学ばなければならない。まず基礎的な構造を理解し、

それぞれの体の各部分部分が総合的に人体を作り上げていることを理解する。構造を理解すれば、その機能についての知識が生

きたものとなる。実物標本や御献体の解剖を行うことにより、まず医学の第一歩を踏み出し、正しい知識と理解を身につけるこ

とを目標としている。特に当教室では臨床医学講座からの講師による解剖学講義をユニット内で取り入れている。それによっ

て、スムーズにその後の臨床医学の学習に進むことができる。また、組織学講義は生理学の知識と結びつけることを重視し、講

義内で、組織学と同時に生理学の基礎について触れる。これらの複合化した講義、実習によって、構造、形態が生理、病態生理

と密接に関連していることを理解し、基礎医学から臨床医学にいたる総体として医学知識を身につける。

■学習・教育目標及び到達目標

関連ディプロマポリシー( 3つ以下)

①よい医師を育てたいとの貴重なご遺志を感じながらご遺体の解剖に取り組むこと。

②医師として必要な基本的な解剖学の知識を身につける。

③解剖学の知識を応用して生理学、病理学、臨床医学における問題に取り組むことができる。

関連教育アウトカム( 3つ以下)

①倫理とプロフエツショナリズム

②医学的知識

③協調精神、チームワークの涵養

キーワード(5 つ以下)

倫理、人体構造、組織構築、発生、運動器

骨学

1. 骨格系の役割が説明できる。

2. 椎骨の一般的形態と部位差について説明することができる。

3. 上肢、下肢の骨を観察して、その機能について理解する。

4. 関節の分類と、その運動に関係する骨、筋、靱帯の構造について説明できる。

5. 頭蓋底を通る孔とそこを通過するものについて概略を説明することができる。

6. 眼窩を構成する骨が説明できる。

7. 鼻腔（骨性）が説明できる。

8. 副鼻腔が説明できる。

9. 下顎骨が説明できる。

10. 個々顔面骨が説明できる。

発生学総論

11. 生殖細胞形成時に起こる減数分裂と体細胞分裂の差異について説明するができる。

12. 受精・着床の過程を説明できる。

13. 二層性胚盤が説明できる。

14. 絨毛膜の発生が説明できる。

15. 胚葉（三層性胚盤）の形成が説明できる。

16. 神経管の形成が説明できる。

17. 各胚葉由来の構造物について説明できる。

18. 講義で扱った項目について絵を描いて説明できるようにする。

19. ヒトの器官形成期の意義と先天異常の成立を理解できる。

組織学総論

20. 人体を構成する4つの組織を理解している。

21. 消化管、消化器の各部位の形態的特徴を述べることができる

22. 各組織の機能について形態的特徴と関連づけて述べることができる。

23. 組織像を観察して、各組織の特徴が理解できる。

系統解剖

24. 解剖学実習を安全にかつ倫理的に行うための知識を身につける

25. 体内時計を調節する方法を学ぶ。

26. 実習を通じてヒトの体のつくりを観察し、構造を説明することができる

27. 構造上の特徴を、機能と関係づけて説明することができる

28. 筋肉と骨構造によって運動を作り出すメカニズムを理解することができる（kinesiology）
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関連ディプロマポリシー( 3つ以下)

①よい医師を育てたいとの貴重なご遺志を感じながらご遺体の解剖に取り組むこと。

②医師として必要な基本的な解剖学の知識を身につける。

③解剖学の知識を応用して生理学、病理学、臨床医学における問題に取り組むことができる。

関連教育アウトカム( 3つ以下)

①倫理とプロフエツショナリズム

②医学的知識

③協調精神、チームワークの涵養

キーワード(5 つ以下)

倫理、人体構造、組織構築、発生、運動器

骨学

1. 骨格系の役割が説明できる。

2. 椎骨の一般的形態と部位差について説明することができる。

3. 上肢、下肢の骨を観察して、その機能について理解する。

4. 関節の分類と、その運動に関係する骨、筋、靱帯の構造について説明できる。

5. 頭蓋底を通る孔とそこを通過するものについて概略を説明することができる。

6. 眼窩を構成する骨が説明できる。

7. 鼻腔（骨性）が説明できる。

8. 副鼻腔が説明できる。

9. 下顎骨が説明できる。

10. 個々顔面骨が説明できる。

発生学総論

11. 生殖細胞形成時に起こる減数分裂と体細胞分裂の差異について説明するができる。

12. 受精・着床の過程を説明できる。

13. 二層性胚盤が説明できる。

14. 絨毛膜の発生が説明できる。

15. 胚葉（三層性胚盤）の形成が説明できる。

16. 神経管の形成が説明できる。

17. 各胚葉由来の構造物について説明できる。

18. 講義で扱った項目について絵を描いて説明できるようにする。

19. ヒトの器官形成期の意義と先天異常の成立を理解できる。

組織学総論

20. 人体を構成する4つの組織を理解している。

21. 消化管、消化器の各部位の形態的特徴を述べることができる

22. 各組織の機能について形態的特徴と関連づけて述べることができる。

23. 組織像を観察して、各組織の特徴が理解できる。

系統解剖

24. 解剖学実習を安全にかつ倫理的に行うための知識を身につける

25. 体内時計を調節する方法を学ぶ。

26. 実習を通じてヒトの体のつくりを観察し、構造を説明することができる

27. 構造上の特徴を、機能と関係づけて説明することができる

28. 筋肉と骨構造によって運動を作り出すメカニズムを理解することができる（kinesiology）

■成績評価方法および基準

定期試験 70%

レポート 30%

■試験・課題に対するフィードバック方法

試験終了後、試験問題を掲示する。

■教科書

[ISBN]9784525103118 『解剖実習の手びき』 (寺田 春水, 南山堂 : 2004)

[ISBN]9784890133055 『カラー人体解剖学―構造と機能:ミクロからマクロまで』 (F.H. マティーニ, 西村書店 : 2003)

[ISBN]9784788807075 『医療を学ぶ学生のための解剖の手引き―モチベーションを上げる解剖実習 骨学実習・組織学総論実

習・解剖学標本見学実習』 (松尾 拓哉, 時潮社 : 2016)

[ISBN]9784263731345 『ムーア人体発生学原著第8版』 (キース・L．ムア, 医歯薬出版 : 2011)

[ISBN]9784895925730 『リープマン神経解剖学 第3版』 (依藤 宏, メディカルサイエンスインターナショナル : 2008)

[ISBN]9784621088968 『ジュンケイラ組織学 第4版 (Lange Textbookシリーズ)』 (Anthony L. Mescher, 丸善出版 :

2015)

[ISBN]9784263458051 『新編カラーアトラス組織・細胞学』 (岩永 敏彦, 医歯薬出版 : 2017)

[ISBN]9784061534391 『好きになる解剖学 (KS好きになるシリーズ)』 (竹内 修二, 講談社 : 2003)

[ISBN]9784480059635 『からだを読む (ちくま新書)』 (養老 孟司, 筑摩書房 : 2002)

■参考文献

[ISBN]9784260020862 『グラント解剖学図譜 第7版』 (坂井 建雄, 医学書院 : 2015)

[ISBN]9784524261178 『人体解剖カラーアトラス』 (ジョナサン・D.スプラット, 南江堂 : 2015)

[ISBN]9784758120258 『臨床につながる解剖学イラストレイテッド』 (松村 讓兒, 羊土社 : 2011)

[ISBN]9784902496406 『CT・MRI解体新書―正常解剖』 (リブロ・サイエンス : 2012)

[ISBN]9784895928397 『ラングマン人体発生学 第11版』 (メディカルサイエンスインターナショナル : 2016)

[ISBN]9784765315067 『カラー図解 神経解剖学講義ノート』 (寺島俊雄, 金芳堂 : 2011)

[ISBN]9784860343064 『グレイ解剖学 原著第3版』 (Richard L. Drake, エルゼビア・ジャパン : 2016)

[ISBN]9784524243679 『Ross組織学』 (Michael H. Ross, 南江堂 : 2010)

[ISBN]9784895922937 『スネル臨床解剖学』 (R.S. スネル, メディカルサイエンスインターナショナル : 2004)

■関連科目

生理学　病理学

■授業評価アンケート実施方法

実施規程に準拠して行う。

■研究室・メールアドレス

anatomy@med.kindai.ac.jp

■オフィスアワー

水曜4時から6時とします。しかし質問はいつでも受け付けます。教員がいないときもありますので、アポイントメントをとって

から来る方が能率がよろしいです。

■授業計画の内容及び時間外学修の内容・時間

骨学講義・実習

1. 体幹・体の中心で支える

骨の分類、構造、発生と成長

全身の骨の構成

骨の特徴を示す基本用語

体幹、胸郭、脊柱を構成する骨の種類と専門用語

2. 上肢・つかんで持ち上げる

上肢帯骨の仕組み

上肢帯を構成する筋と骨の関連

上肢を構成する骨とその仕組み、筋と骨の関連

3. 下肢・歩く、走る、蹴る

下肢帯骨の構成とその仕組み

下肢帯を構成する筋と骨の関連

下肢を構成する骨とその仕組み、筋と骨の関連

4. 頭蓋・顔面・脳を守る,顎を作る。

頭蓋骨の構成と名称

頭蓋冠

頭蓋底

眼窩

鼻腔

副鼻腔

個々の顔面骨

下顎骨

局所解剖

1.解剖学の安全倫理と体内時計の合わせ方解剖学実習を安全にかつ倫理的にすすめるために必要な基礎知識

ホルマリン対策

関連の法律

成績の判定

体内時計の合わせ方

2. kinesiology基礎・筋肉学は力学

力学の観点から、筋、骨、靱帯の運動について学びます

3. kinesiology

起立するための筋肉と骨構造

姿勢と脊柱起立筋

人体解剖実習

1. 頚・胸・腹部体表観察と皮切り・広頚筋と乳腺・胸腹部の皮静脈と皮神経　S1-3

2. 大胸筋と外腹斜筋・頚神経叢の枝と胸鎖乳突筋　S4、5

3. 頚部のやや深層・胸部の深層と腋窩　S8、9

4. 背なかの皮切り、背なかの浅筋　S6、7

5. 胸腰筋膜と固有背筋・後頭下の筋　S26、27

6. 脊髄・鎖骨下動静脈とその枝　S28、10

7. うでの皮切りと腕神経叢・上腕屈側の筋と神経　S11、12

8. 肩甲骨の前面の筋・上腕伸側と肩甲骨背面の筋・上肢の切り離し　S13-15

9. 前腕屈側の浅い層・前腕の伸側と手背・手のひらの皮切りと手掌腱膜・手のひらの浅い層　S16-19

10. 手の深い層・上肢の血管と神経のまとめ、肩関節とその周辺・肘・手首・手と指の関節　S20-25

11. 胸壁・胸腔を開く・胸膜と心膜・肺・頚の根本の深層　Ｓ29、Ｓ35-38

12. 縦隔・心臓の外景・心臓の内景・縦隔の深部　Ｓ39-42

13. 鼡径部と側腹筋群・腹直筋鞘・横筋筋膜と腹膜・臍　S30-33

14. 腹部内臓の自然位での観察・腹部内臓の位置・腹膜と腹膜腔・腹部内臓に分布する血管と神経・空腸と回腸と結腸Ｓ34、

43-46

15. 胃・肝臓・十二指腸・膵臓・脾臓、腎臓と副腎　Ｓ47-50

組織学（講義・実習）

1.上皮組織

2.筋組織

3. 結合組織

4. 腺組織

5. リンパ組織

6. 血液

7. 消化管

8. 肝臓・膵臓

発生学総論

1. 生殖子形成

精子の発生

卵子の発生

減数分裂と体細胞分裂

2. 発生第１週排卵から着床まで

排卵

受精

分割

胚盤胞の形成

着床

3. 発生第２週から第３週前半

器官形成期

胚子の折り畳み

胚葉由来の構造物

胚子発生の調節

ヒト発生の危険期

4.発生第3週後半から第8週まで

器官形成期

胚子の折り畳み

胚葉由来の構造物

胚子発生の調節

発生学各論（講義とCBT問題解説）

1.筋・骨格系の発生

中胚葉の分化

椎骨の発生

四肢と骨格筋

2.心臓の発生

心臓血管系の初期発生

房室管、原始心房、原始心室の区分

弁の発生

刺激伝達系

3.消化器の発生

消化管の発生

どうして管になるのか。

どの方向に回転するのか。

肝臓、膵臓の発生

発 生 学 実 習

ニワトリ胎芽の初期発生

マウス胚の組織切片観察

外科学特別講義

1.肝胆膵

肝胆膵手術に役立つ膜の解剖学

治療に役立つ肝胆膵の発生学

肝胆膵解剖の雑学知識

2.下部消化管手術のための局所解剖

目的臓器の位置関係

皮切の位置

血管系

リンパ系

神経系

手術展開における局所解剖

呼吸器外科学特別講義

1.臨床に必要な呼吸器、縦隔、胸壁の解剖の知識

気管・気管支・肺の解剖

縦隔の解剖

胸壁・横隔膜の解剖

画像診断と解剖

呼吸器手術や処置に必要な解剖

救急医学特別講義

1.救急医学における解剖学

心タンポナーデの病態を理解するために必要な解剖学的知識

緊張性気胸、血胸の病態を理解するために必要な解剖学的知識

腹腔内出血の病態を理解するために必要な解剖学的知識

予習内容：各項目に該当する内容について教科書や参考書などにより調べておく。

予習時間：60分

復習内容：講義内容について教科書や参考試料も参照して理解に努める。

復習時間：60分
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骨学講義・実習

1. 体幹・体の中心で支える

骨の分類、構造、発生と成長

全身の骨の構成

骨の特徴を示す基本用語

体幹、胸郭、脊柱を構成する骨の種類と専門用語

2. 上肢・つかんで持ち上げる

上肢帯骨の仕組み

上肢帯を構成する筋と骨の関連

上肢を構成する骨とその仕組み、筋と骨の関連

3. 下肢・歩く、走る、蹴る

下肢帯骨の構成とその仕組み

下肢帯を構成する筋と骨の関連

下肢を構成する骨とその仕組み、筋と骨の関連

4. 頭蓋・顔面・脳を守る,顎を作る。

頭蓋骨の構成と名称

頭蓋冠

頭蓋底

眼窩

鼻腔

副鼻腔

個々の顔面骨

下顎骨

局所解剖

1.解剖学の安全倫理と体内時計の合わせ方解剖学実習を安全にかつ倫理的にすすめるために必要な基礎知識

ホルマリン対策

関連の法律

成績の判定

体内時計の合わせ方

2. kinesiology基礎・筋肉学は力学

力学の観点から、筋、骨、靱帯の運動について学びます

3. kinesiology

起立するための筋肉と骨構造

姿勢と脊柱起立筋

人体解剖実習

1. 頚・胸・腹部体表観察と皮切り・広頚筋と乳腺・胸腹部の皮静脈と皮神経　S1-3

2. 大胸筋と外腹斜筋・頚神経叢の枝と胸鎖乳突筋　S4、5

3. 頚部のやや深層・胸部の深層と腋窩　S8、9

4. 背なかの皮切り、背なかの浅筋　S6、7

5. 胸腰筋膜と固有背筋・後頭下の筋　S26、27

6. 脊髄・鎖骨下動静脈とその枝　S28、10

7. うでの皮切りと腕神経叢・上腕屈側の筋と神経　S11、12

8. 肩甲骨の前面の筋・上腕伸側と肩甲骨背面の筋・上肢の切り離し　S13-15

9. 前腕屈側の浅い層・前腕の伸側と手背・手のひらの皮切りと手掌腱膜・手のひらの浅い層　S16-19

10. 手の深い層・上肢の血管と神経のまとめ、肩関節とその周辺・肘・手首・手と指の関節　S20-25

11. 胸壁・胸腔を開く・胸膜と心膜・肺・頚の根本の深層　Ｓ29、Ｓ35-38

12. 縦隔・心臓の外景・心臓の内景・縦隔の深部　Ｓ39-42

13. 鼡径部と側腹筋群・腹直筋鞘・横筋筋膜と腹膜・臍　S30-33

14. 腹部内臓の自然位での観察・腹部内臓の位置・腹膜と腹膜腔・腹部内臓に分布する血管と神経・空腸と回腸と結腸Ｓ34、

43-46

15. 胃・肝臓・十二指腸・膵臓・脾臓、腎臓と副腎　Ｓ47-50

組織学（講義・実習）

1.上皮組織

2.筋組織

3. 結合組織

4. 腺組織

5. リンパ組織

6. 血液

7. 消化管

8. 肝臓・膵臓

発生学総論

1. 生殖子形成

精子の発生

卵子の発生

減数分裂と体細胞分裂

2. 発生第１週排卵から着床まで

排卵

受精

分割

胚盤胞の形成

着床

3. 発生第２週から第３週前半

器官形成期

胚子の折り畳み

胚葉由来の構造物

胚子発生の調節

ヒト発生の危険期

4.発生第3週後半から第8週まで

器官形成期

胚子の折り畳み

胚葉由来の構造物

胚子発生の調節

発生学各論（講義とCBT問題解説）

1.筋・骨格系の発生

中胚葉の分化

椎骨の発生

四肢と骨格筋

2.心臓の発生

心臓血管系の初期発生

房室管、原始心房、原始心室の区分

弁の発生

刺激伝達系

3.消化器の発生

消化管の発生

どうして管になるのか。

どの方向に回転するのか。

肝臓、膵臓の発生

発 生 学 実 習

ニワトリ胎芽の初期発生

マウス胚の組織切片観察

外科学特別講義

1.肝胆膵

肝胆膵手術に役立つ膜の解剖学

治療に役立つ肝胆膵の発生学

肝胆膵解剖の雑学知識

2.下部消化管手術のための局所解剖

目的臓器の位置関係

皮切の位置

血管系

リンパ系

神経系

手術展開における局所解剖

呼吸器外科学特別講義

1.臨床に必要な呼吸器、縦隔、胸壁の解剖の知識

気管・気管支・肺の解剖

縦隔の解剖

胸壁・横隔膜の解剖

画像診断と解剖

呼吸器手術や処置に必要な解剖

救急医学特別講義

1.救急医学における解剖学

心タンポナーデの病態を理解するために必要な解剖学的知識

緊張性気胸、血胸の病態を理解するために必要な解剖学的知識

腹腔内出血の病態を理解するために必要な解剖学的知識

予習内容：各項目に該当する内容について教科書や参考書などにより調べておく。

予習時間：60分

復習内容：講義内容について教科書や参考試料も参照して理解に努める。

復習時間：60分
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骨学講義・実習

1. 体幹・体の中心で支える

骨の分類、構造、発生と成長

全身の骨の構成

骨の特徴を示す基本用語

体幹、胸郭、脊柱を構成する骨の種類と専門用語

2. 上肢・つかんで持ち上げる

上肢帯骨の仕組み

上肢帯を構成する筋と骨の関連

上肢を構成する骨とその仕組み、筋と骨の関連

3. 下肢・歩く、走る、蹴る

下肢帯骨の構成とその仕組み

下肢帯を構成する筋と骨の関連

下肢を構成する骨とその仕組み、筋と骨の関連

4. 頭蓋・顔面・脳を守る,顎を作る。

頭蓋骨の構成と名称

頭蓋冠

頭蓋底

眼窩

鼻腔

副鼻腔

個々の顔面骨

下顎骨

局所解剖

1.解剖学の安全倫理と体内時計の合わせ方解剖学実習を安全にかつ倫理的にすすめるために必要な基礎知識

ホルマリン対策

関連の法律

成績の判定

体内時計の合わせ方

2. kinesiology基礎・筋肉学は力学

力学の観点から、筋、骨、靱帯の運動について学びます

3. kinesiology

起立するための筋肉と骨構造

姿勢と脊柱起立筋

人体解剖実習

1. 頚・胸・腹部体表観察と皮切り・広頚筋と乳腺・胸腹部の皮静脈と皮神経　S1-3

2. 大胸筋と外腹斜筋・頚神経叢の枝と胸鎖乳突筋　S4、5

3. 頚部のやや深層・胸部の深層と腋窩　S8、9

4. 背なかの皮切り、背なかの浅筋　S6、7

5. 胸腰筋膜と固有背筋・後頭下の筋　S26、27

6. 脊髄・鎖骨下動静脈とその枝　S28、10

7. うでの皮切りと腕神経叢・上腕屈側の筋と神経　S11、12

8. 肩甲骨の前面の筋・上腕伸側と肩甲骨背面の筋・上肢の切り離し　S13-15

9. 前腕屈側の浅い層・前腕の伸側と手背・手のひらの皮切りと手掌腱膜・手のひらの浅い層　S16-19

10. 手の深い層・上肢の血管と神経のまとめ、肩関節とその周辺・肘・手首・手と指の関節　S20-25

11. 胸壁・胸腔を開く・胸膜と心膜・肺・頚の根本の深層　Ｓ29、Ｓ35-38

12. 縦隔・心臓の外景・心臓の内景・縦隔の深部　Ｓ39-42

13. 鼡径部と側腹筋群・腹直筋鞘・横筋筋膜と腹膜・臍　S30-33

14. 腹部内臓の自然位での観察・腹部内臓の位置・腹膜と腹膜腔・腹部内臓に分布する血管と神経・空腸と回腸と結腸Ｓ34、

43-46

15. 胃・肝臓・十二指腸・膵臓・脾臓、腎臓と副腎　Ｓ47-50

組織学（講義・実習）

1.上皮組織

2.筋組織

3. 結合組織

4. 腺組織

5. リンパ組織

6. 血液

7. 消化管

8. 肝臓・膵臓

発生学総論

1. 生殖子形成

精子の発生

卵子の発生

減数分裂と体細胞分裂

2. 発生第１週排卵から着床まで

排卵

受精

分割

胚盤胞の形成

着床

3. 発生第２週から第３週前半

器官形成期

胚子の折り畳み

胚葉由来の構造物

胚子発生の調節

ヒト発生の危険期

4.発生第3週後半から第8週まで

器官形成期

胚子の折り畳み

胚葉由来の構造物

胚子発生の調節

発生学各論（講義とCBT問題解説）

1.筋・骨格系の発生

中胚葉の分化

椎骨の発生

四肢と骨格筋

2.心臓の発生

心臓血管系の初期発生

房室管、原始心房、原始心室の区分

弁の発生

刺激伝達系

3.消化器の発生

消化管の発生

どうして管になるのか。

どの方向に回転するのか。

肝臓、膵臓の発生

発 生 学 実 習

ニワトリ胎芽の初期発生

マウス胚の組織切片観察

外科学特別講義

1.肝胆膵

肝胆膵手術に役立つ膜の解剖学

治療に役立つ肝胆膵の発生学

肝胆膵解剖の雑学知識

2.下部消化管手術のための局所解剖

目的臓器の位置関係

皮切の位置

血管系

リンパ系

神経系

手術展開における局所解剖

呼吸器外科学特別講義

1.臨床に必要な呼吸器、縦隔、胸壁の解剖の知識

気管・気管支・肺の解剖

縦隔の解剖

胸壁・横隔膜の解剖

画像診断と解剖

呼吸器手術や処置に必要な解剖

救急医学特別講義

1.救急医学における解剖学

心タンポナーデの病態を理解するために必要な解剖学的知識

緊張性気胸、血胸の病態を理解するために必要な解剖学的知識

腹腔内出血の病態を理解するために必要な解剖学的知識

予習内容：各項目に該当する内容について教科書や参考書などにより調べておく。

予習時間：60分

復習内容：講義内容について教科書や参考試料も参照して理解に努める。

復習時間：60分
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骨学講義・実習

1. 体幹・体の中心で支える

骨の分類、構造、発生と成長

全身の骨の構成

骨の特徴を示す基本用語

体幹、胸郭、脊柱を構成する骨の種類と専門用語

2. 上肢・つかんで持ち上げる

上肢帯骨の仕組み

上肢帯を構成する筋と骨の関連

上肢を構成する骨とその仕組み、筋と骨の関連

3. 下肢・歩く、走る、蹴る

下肢帯骨の構成とその仕組み

下肢帯を構成する筋と骨の関連

下肢を構成する骨とその仕組み、筋と骨の関連

4. 頭蓋・顔面・脳を守る,顎を作る。

頭蓋骨の構成と名称

頭蓋冠

頭蓋底

眼窩

鼻腔

副鼻腔

個々の顔面骨

下顎骨

局所解剖

1.解剖学の安全倫理と体内時計の合わせ方解剖学実習を安全にかつ倫理的にすすめるために必要な基礎知識

ホルマリン対策

関連の法律

成績の判定

体内時計の合わせ方

2. kinesiology基礎・筋肉学は力学

力学の観点から、筋、骨、靱帯の運動について学びます

3. kinesiology

起立するための筋肉と骨構造

姿勢と脊柱起立筋

人体解剖実習

1. 頚・胸・腹部体表観察と皮切り・広頚筋と乳腺・胸腹部の皮静脈と皮神経　S1-3

2. 大胸筋と外腹斜筋・頚神経叢の枝と胸鎖乳突筋　S4、5

3. 頚部のやや深層・胸部の深層と腋窩　S8、9

4. 背なかの皮切り、背なかの浅筋　S6、7

5. 胸腰筋膜と固有背筋・後頭下の筋　S26、27

6. 脊髄・鎖骨下動静脈とその枝　S28、10

7. うでの皮切りと腕神経叢・上腕屈側の筋と神経　S11、12

8. 肩甲骨の前面の筋・上腕伸側と肩甲骨背面の筋・上肢の切り離し　S13-15

9. 前腕屈側の浅い層・前腕の伸側と手背・手のひらの皮切りと手掌腱膜・手のひらの浅い層　S16-19

10. 手の深い層・上肢の血管と神経のまとめ、肩関節とその周辺・肘・手首・手と指の関節　S20-25

11. 胸壁・胸腔を開く・胸膜と心膜・肺・頚の根本の深層　Ｓ29、Ｓ35-38

12. 縦隔・心臓の外景・心臓の内景・縦隔の深部　Ｓ39-42

13. 鼡径部と側腹筋群・腹直筋鞘・横筋筋膜と腹膜・臍　S30-33

14. 腹部内臓の自然位での観察・腹部内臓の位置・腹膜と腹膜腔・腹部内臓に分布する血管と神経・空腸と回腸と結腸Ｓ34、

43-46

15. 胃・肝臓・十二指腸・膵臓・脾臓、腎臓と副腎　Ｓ47-50

組織学（講義・実習）

1.上皮組織

2.筋組織

3. 結合組織

4. 腺組織

5. リンパ組織

6. 血液

7. 消化管

8. 肝臓・膵臓

発生学総論

1. 生殖子形成

精子の発生

卵子の発生

減数分裂と体細胞分裂

2. 発生第１週排卵から着床まで

排卵

受精

分割

胚盤胞の形成

着床

3. 発生第２週から第３週前半

器官形成期

胚子の折り畳み

胚葉由来の構造物

胚子発生の調節

ヒト発生の危険期

4.発生第3週後半から第8週まで

器官形成期

胚子の折り畳み

胚葉由来の構造物

胚子発生の調節

発生学各論（講義とCBT問題解説）

1.筋・骨格系の発生

中胚葉の分化

椎骨の発生

四肢と骨格筋

2.心臓の発生

心臓血管系の初期発生

房室管、原始心房、原始心室の区分

弁の発生

刺激伝達系

3.消化器の発生

消化管の発生

どうして管になるのか。

どの方向に回転するのか。

肝臓、膵臓の発生

発 生 学 実 習

ニワトリ胎芽の初期発生

マウス胚の組織切片観察

外科学特別講義

1.肝胆膵

肝胆膵手術に役立つ膜の解剖学

治療に役立つ肝胆膵の発生学

肝胆膵解剖の雑学知識

2.下部消化管手術のための局所解剖

目的臓器の位置関係

皮切の位置

血管系

リンパ系

神経系

手術展開における局所解剖

呼吸器外科学特別講義

1.臨床に必要な呼吸器、縦隔、胸壁の解剖の知識

気管・気管支・肺の解剖

縦隔の解剖

胸壁・横隔膜の解剖

画像診断と解剖

呼吸器手術や処置に必要な解剖

救急医学特別講義

1.救急医学における解剖学

心タンポナーデの病態を理解するために必要な解剖学的知識

緊張性気胸、血胸の病態を理解するために必要な解剖学的知識

腹腔内出血の病態を理解するために必要な解剖学的知識

予習内容：各項目に該当する内容について教科書や参考書などにより調べておく。

予習時間：60分

復習内容：講義内容について教科書や参考試料も参照して理解に努める。

復習時間：60分

■ホームページ

近畿大学医学部解剖学教室　http://www.med.kindai.ac.jp/anato2/
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シラバス№： 1811900077

人体構造Ⅰ科目名　：

英文名　：

重吉　康史・長野　護・松尾　拓哉・鯉沼　聡・筋野 貢・中嶋　正人・

吉川　朋子・南　陽一・赤木　將男・柿木　良介・西村　恭昌・宮本　裕史

担当者　：

医学科開講学科：

後期50時間 開講期： 必修科目必修選択の別：開講年次：単　位　： 1年次

科目区分： 専門科目

備　考　：

■授業概要・方法等

ヒトの“からだ”の成り立ちを理解するためには人体の構造と機能について学ばなければならない。まず基礎的な構造を理解し、

それぞれの体の各部分部分が総合的に人体を作り上げていることを理解する。構造を理解すれば、その機能についての知識が生

きたものとなる。実物標本や御献体の解剖を行うことにより、まず医学の第一歩を踏み出し、正しい知識と理解を身につけるこ

とを目標としている。特に当教室では臨床医学講座、病理学講座よりの講師による解剖学講義をユニット内で取り入れている。

それによって、スムーズにその後の学習に進むことができる。また、組織学講義は生理学の知識と結びつけることを重視し、講

義内で、組織学と同時に生理学の基礎について触れる。これらの複合化した講義、実習によって、構造、形態が生理、病態生理

と密接に関連していることを理解し、基礎医学から臨床医学にいたる総体としての医学知識を身につける。

■学習・教育目標及び到達目標

関連ディプロマポリシー( 3つ以下)

①よい医師を育てたいとの貴重なご遺志を感じながらご遺体の解剖に取り組むこと。

②医師として必要な基本的な解剖学の知識を身につける。

③解剖学の知識を応用して生理学、病理学、臨床医学における問題に取り組むことができる。

関連教育アウトカム( 3つ以下)

①倫理とプロフエツショナリズム

②医学的知識

③協調精神、チームワークの涵養

キーワード(5 つ以下)

倫理、人体構造、組織構築、発生、運動器

骨学

1. 骨格系の役割が説明できる。

2. 椎骨の一般的形態と部位差について説明することができる。

3. 上肢、下肢の骨を観察して、その機能について理解する。

4. 関節の分類と、その運動に関係する骨、筋、靱帯の構造について説明できる。

5. 頭蓋底を通る孔とそこを通過するものについて概略を説明することができる。

6. 眼窩を構成する骨が説明できる。

7. 鼻腔（骨性）が説明できる。

8. 副鼻腔が説明できる。

9. 下顎骨が説明できる。

10. 個々顔面骨が説明できる。

発生学総論

11. 生殖細胞形成時に起こる減数分裂と体細胞分裂の差異について説明するができる。

12. 受精・着床の過程を説明できる。

13. 二層性胚盤が説明できる。

14. 絨毛膜の発生が説明できる。

15. 胚葉（三層性胚盤）の形成が説明できる。

16. 神経管の形成が説明できる。

17. 各胚葉由来の構造物について説明できる。

18. 講義で扱った項目について絵を描いて説明できるようにする。

19. ヒトの器官形成期の意義と先天異常の成立を理解できる。

組織学総論

20. 人体を構成する4つの組織を理解している。

21. 消化管、消化器の各部位の形態的特徴を述べることができる

22. 各組織の機能について形態的特徴と関連づけて述べることができる。

23. 組織像を観察して、各組織の特徴が理解できる。
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関連ディプロマポリシー( 3つ以下)

①よい医師を育てたいとの貴重なご遺志を感じながらご遺体の解剖に取り組むこと。

②医師として必要な基本的な解剖学の知識を身につける。

③解剖学の知識を応用して生理学、病理学、臨床医学における問題に取り組むことができる。

関連教育アウトカム( 3つ以下)

①倫理とプロフエツショナリズム

②医学的知識

③協調精神、チームワークの涵養

キーワード(5 つ以下)

倫理、人体構造、組織構築、発生、運動器

骨学

1. 骨格系の役割が説明できる。

2. 椎骨の一般的形態と部位差について説明することができる。

3. 上肢、下肢の骨を観察して、その機能について理解する。

4. 関節の分類と、その運動に関係する骨、筋、靱帯の構造について説明できる。

5. 頭蓋底を通る孔とそこを通過するものについて概略を説明することができる。

6. 眼窩を構成する骨が説明できる。

7. 鼻腔（骨性）が説明できる。

8. 副鼻腔が説明できる。

9. 下顎骨が説明できる。

10. 個々顔面骨が説明できる。

発生学総論

11. 生殖細胞形成時に起こる減数分裂と体細胞分裂の差異について説明するができる。

12. 受精・着床の過程を説明できる。

13. 二層性胚盤が説明できる。

14. 絨毛膜の発生が説明できる。

15. 胚葉（三層性胚盤）の形成が説明できる。

16. 神経管の形成が説明できる。

17. 各胚葉由来の構造物について説明できる。

18. 講義で扱った項目について絵を描いて説明できるようにする。

19. ヒトの器官形成期の意義と先天異常の成立を理解できる。

組織学総論

20. 人体を構成する4つの組織を理解している。

21. 消化管、消化器の各部位の形態的特徴を述べることができる

22. 各組織の機能について形態的特徴と関連づけて述べることができる。

23. 組織像を観察して、各組織の特徴が理解できる。

■成績評価方法および基準

定期試験 70%

レポート 30%

■試験・課題に対するフィードバック方法

試験終了後、試験問題を掲示する。

■教科書

[ISBN]9784525103118 『解剖実習の手びき』 (寺田 春水, 南山堂 : 2004)

[ISBN]9784890133055 『カラー人体解剖学―構造と機能:ミクロからマクロまで』 (F.H. マティーニ, 西村書店 : 2003)

[ISBN]9784788807075 『医療を学ぶ学生のための解剖の手引き―モチベーションを上げる解剖実習 骨学実習・組織学総論実

習・解剖学標本見学実習』 (松尾 拓哉, 時潮社 : 2016)

[ISBN]9784263731345 『ムーア人体発生学原著第8版』 (キース・L．ムア, 医歯薬出版 : 2011)

[ISBN]9784895925730 『リープマン神経解剖学 第3版』 (依藤 宏, メディカルサイエンスインターナショナル : 2008)

[ISBN]9784621088968 『ジュンケイラ組織学 第4版 (Lange Textbookシリーズ)』 (Anthony L. Mescher, 丸善出版 :

2015)

[ISBN]9784263458051 『新編カラーアトラス組織・細胞学』 (岩永 敏彦, 医歯薬出版 : 2017)

[ISBN]9784061534391 『好きになる解剖学 (KS好きになるシリーズ)』 (竹内 修二, 講談社 : 2003)

[ISBN]9784480059635 『からだを読む (ちくま新書)』 (養老 孟司, 筑摩書房 : 2002)

■参考文献

[ISBN]9784260020862 『グラント解剖学図譜 第7版』 (坂井 建雄, 医学書院 : 2015)

[ISBN]9784524261178 『人体解剖カラーアトラス』 (ジョナサン・D.スプラット, 南江堂 : 2015)

[ISBN]9784758120258 『臨床につながる解剖学イラストレイテッド』 (松村 讓兒, 羊土社 : 2011)

[ISBN]9784902496406 『CT・MRI解体新書―正常解剖』 (リブロ・サイエンス : 2012)

[ISBN]9784895928397 『ラングマン人体発生学 第11版』 (メディカルサイエンスインターナショナル : 2016)

[ISBN]9784765315067 『カラー図解 神経解剖学講義ノート』 (寺島俊雄, 金芳堂 : 2011)

[ISBN]9784860343064 『グレイ解剖学 原著第3版』 (Richard L. Drake, エルゼビア・ジャパン : 2016)

[ISBN]9784524243679 『Ross組織学』 (Michael H. Ross, 南江堂 : 2010)

[ISBN]9784895922937 『スネル臨床解剖学』 (R.S. スネル, メディカルサイエンスインターナショナル : 2004)

■関連科目

生理学　病理学

■授業評価アンケート実施方法

実施規程に準拠して行う。

■研究室・メールアドレス

anatomy@med.kindai.ac.jp

■オフィスアワー

水曜4時から6時とします。しかし質問はいつでも受け付けます。教員がいないときもありますので、アポイントメントをとって

から来る方が能率がよろしいです。

■授業計画の内容及び時間外学修の内容・時間

骨学講義・実習

1. 上肢

2. 下肢

3. 脊柱

4. 頭蓋骨

組織学総論（講義・実習）

1.上皮組織

2.筋組織

3. 結合組織

4. 骨

5. 血液

6. 腺

発生学総論

1. 生殖子形成

精子の発生

卵子の発生

減数分裂と体細胞分裂

2. 発生第１週排卵から着床まで

排卵

受精

分割

胚盤胞の形成

着床

3. 発生第２週から第３週前半

器官形成期

胚子の折り畳み

胚葉由来の構造物

胚子発生の調節

ヒト発生の危険期

4.発生第3週後半から第8週まで

器官形成期

胚子の折り畳み

胚葉由来の構造物

胚子発生の調節

発 生 学 実 習

ニワトリ胎芽の初期発生

マウス胚の組織切片観察

予習内容：各項目に該当する内容について教科書や参考書などにより調べておく。

予習時間：60分

復習内容：講義内容について教科書や参考試料も参照して理解に努める。

復習時間：60分
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骨学講義・実習

1. 上肢

2. 下肢

3. 脊柱

4. 頭蓋骨

組織学総論（講義・実習）

1.上皮組織

2.筋組織

3. 結合組織

4. 骨

5. 血液

6. 腺

発生学総論

1. 生殖子形成

精子の発生

卵子の発生

減数分裂と体細胞分裂

2. 発生第１週排卵から着床まで

排卵

受精

分割

胚盤胞の形成

着床

3. 発生第２週から第３週前半

器官形成期

胚子の折り畳み

胚葉由来の構造物

胚子発生の調節

ヒト発生の危険期

4.発生第3週後半から第8週まで

器官形成期

胚子の折り畳み

胚葉由来の構造物

胚子発生の調節

発 生 学 実 習

ニワトリ胎芽の初期発生

マウス胚の組織切片観察

予習内容：各項目に該当する内容について教科書や参考書などにより調べておく。

予習時間：60分

復習内容：講義内容について教科書や参考試料も参照して理解に努める。

復習時間：60分

■ホームページ

近畿大学医学部解剖学教室　http://www.med.kindai.ac.jp/anato2/
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シラバス№： 1811900018

人体構造Ⅱ科目名　：

英文名　：

重吉　康史・村上　卓道・宮田　信吾・西村　恭昌・長野　護・松尾　拓哉・

鯉沼　聡・柏木　伸夫・小塚　健倫・池田　光正・栁生　行伸・筋野 貢・

中嶋　正人・吉川　朋子・兵頭　朋子・南　陽一・田中　雅樹・小西　啓悦・

金澤　佑治

担当者　：

医学科開講学科：

100時間 開講期： 必修科目必修選択の別：開講年次：単　位　： 2年次

科目区分： 専門科目

備　考　：

■授業概要・方法等

ヒトの“からだ”の成り立ちを理解するためには人体の構造と機能について学ばなければならない。まず基礎的な構造を理解し、

それぞれの体の各部分部分が総合的に人体を作り上げていることを理解する。構造を理解すれば、その機能についての知識が生

きたものとなる。実物標本や御献体の解剖を行うことにより、まず医学の第一歩を踏み出し、正しい知識と理解を身につけるこ

とを目標としている。特に当教室では臨床医学講座からの講師による解剖学講義をユニット内で取り入れている。それによっ

て、スムーズにその後の臨床医学の学習に進むことができる。また、組織学講義は生理学の知識と結びつけることを重視し、講

義内で、組織学と同時に生理学の基礎について触れる。これらの複合化した講義、実習によって、構造、形態が生理、病態生理

と密接に関連していることを理解し、基礎医学から臨床医学にいたる総体として医学知識を身につける。

■学習・教育目標及び到達目標

関連ディプロマポリシー( 3つ以下)

①よい医師を育てたいとの貴重なご遺志を感じながらご遺体の解剖に取り組むこと。

②医師として必要な基本的な解剖学の知識を身につける。

③解剖学の知識を応用して生理学、病理学、臨床医学における問題に取り組むことができる。

関連教育アウトカム( 3つ以下)

①倫理とプロフエツショナリズム

②医学的知識

③協調精神、チームワークの涵養

キーワード(5 つ以下)

倫理、人体構造、組織構築、発生、運動器

発生学

1. 各器官（心臓、呼吸器、消化器、脈管系、尿生殖器、感覚器系（特に眼球と聴覚器）、顔面）の発生過程を絵を描いて説明で

きる。

組織学

2. 各器官（呼吸器、消化器、心脈管系、泌尿器、生殖器、内分泌器、感覚器（眼球と聴覚器）の組織学的特徴を述べることがで

きる。

3. 上記各器官の機能について形態的特徴と関連づけて述べることができる。組織的構築が機能と大きなつながりがあることを実

感してほしい。

4. 組織像をみて、各器官の特徴が理解できる。

系統解剖学

5. 実習を通じてヒトの体のつくりを観察し、構造を説明することができる

6. 構造上の特徴を、機能と関係づけて説明することができる

7. CT画像において、基本的な臓器を判別することができる

■成績評価方法および基準

定期試験 70%

レポート 30%
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■試験・課題に対するフィードバック方法

試験終了後、試験問題を掲示する。

■教科書

[ISBN]9784525103118 『解剖実習の手びき』 (寺田 春水, 南山堂 : 2004)

[ISBN]9784890133055 『カラー人体解剖学―構造と機能:ミクロからマクロまで』 (F.H. マティーニ, 西村書店 : 2003)

[ISBN]9784788807075 『医療を学ぶ学生のための解剖の手引き―モチベーションを上げる解剖実習 骨学実習・組織学総論実

習・解剖学標本見学実習』 (松尾 拓哉, 時潮社 : 2016)

[ISBN]9784263731345 『ムーア人体発生学原著第8版』 (キース・L．ムア, 医歯薬出版 : 2011)

[ISBN]9784895925730 『リープマン神経解剖学 第3版』 (依藤 宏, メディカルサイエンスインターナショナル : 2008)

[ISBN]9784621088968 『ジュンケイラ組織学 第4版 (Lange Textbookシリーズ)』 (Anthony L. Mescher, 丸善出版 :

2015)

[ISBN]9784263458051 『新編カラーアトラス組織・細胞学』 (岩永 敏彦, 医歯薬出版 : 2017)

[ISBN]9784061534391 『好きになる解剖学 (KS好きになるシリーズ)』 (竹内 修二, 講談社 : 2003)

[ISBN]9784480059635 『からだを読む (ちくま新書)』 (養老 孟司, 筑摩書房 : 2002)

■参考文献

[ISBN]9784260020862 『グラント解剖学図譜 第7版』 (坂井 建雄, 医学書院 : 2015)

[ISBN]9784524261178 『人体解剖カラーアトラス』 (ジョナサン・D.スプラット, 南江堂 : 2015)

[ISBN]9784758120258 『臨床につながる解剖学イラストレイテッド』 (松村 讓兒, 羊土社 : 2011)

[ISBN]9784902496406 『CT・MRI解体新書―正常解剖』 (リブロ・サイエンス : 2012)

[ISBN]9784895928397 『ラングマン人体発生学 第11版』 (メディカルサイエンスインターナショナル : 2016)

[ISBN]9784765315067 『カラー図解 神経解剖学講義ノート』 (寺島俊雄, 金芳堂 : 2011)

[ISBN]9784860343064 『グレイ解剖学 原著第3版』 (Richard L. Drake, エルゼビア・ジャパン : 2016)

[ISBN]9784524243679 『Ross組織学』 (Michael H. Ross, 南江堂 : 2010)

[ISBN]9784895922937 『スネル臨床解剖学』 (R.S. スネル, メディカルサイエンスインターナショナル : 2004)

■関連科目

生理学　病理学

■授業評価アンケート実施方法

実施規程に準拠して行う。

■研究室・メールアドレス

anatomy@med.kindai.ac.jp

■オフィスアワー

水曜4時から6時とします。しかし質問はいつでも受け付けます。教員がいないときもありますので、アポイントメントをとって

から来る方が能率がよろしいです。

■授業計画の内容及び時間外学修の内容・時間

人体解剖実習

16. 後胸壁と後腹壁、横隔膜と腰神経叢　Ｓ51、52

17. 下肢の皮静脈と皮神経・大腿筋膜と大腿筋　Ｓ53、54

18. 大腿前面の深層・殿部の深層　S55、56

19. 大腿後面の深層・膝窩と下腿後面・下腿の前面と足背　Ｓ57-59

20. 足底・下肢の最深層・膝の関節・足の関節　S60-63

21. 膀胱とその周辺・男性の外陰部と精巣・女性の外陰部・男性の会陰・女性の会陰・骨盤の切半　S64-67

22. 男性の骨盤内臓の位置・女性の骨盤内臓の位置・骨盤の血管と神経・男性の骨盤内臓・女性の骨盤内臓・骨盤壁の筋と股関

節　S68-71

23. 頚の深層・顔の浅層　S72、73

24. 咽頭・甲状腺と気管・喉頭　S74-76

25. 頭蓋の内面・頭の切半と口腔・鼻腔と咽頭鼻部　S77-80

26. 咀嚼筋と下顎管・顎関節と側頭下窩・舌と口蓋・眼球を前から見る　S81-85

27. 眼窩の内容・眼球など・舌下神経管と頚静脈孔・外耳と内耳・内耳・翼突管と頚動脈管と耳神経節　S86-91

組織学（講義・実習）

9.呼吸器組織

呼吸器特に気管支から肺胞への組織の変化：実習　呼吸に特化した器官である呼吸器、　上皮の様態がどんどん変わっていきま

す。

気道を構成する各部位の構造

鼻

鼻翼（外皮・鼻前庭）

咽頭（鼻部・口部・喉頭部）

喉頭（喉頭蓋・喉頭前庭・室ヒダ・前庭裂・喉頭室・声帯・声門裂・声門下腔）

気管および気管支の構造

肺（葉気管支・区域気管支・気管支枝・細気管支・終末細気管支・呼吸細気管支・肺胞管・肺胞嚢・肺胞）

肺胞壁の構造とガス交換

胎児の肺

10. 骨組織

骨組織の構成要素

成熟骨の組織像

骨と軟骨の組織構造の違い

骨の形成機転と成長

軟骨の形成機転と成長

骨髄の構造と造血

11.心臓・血管組織

（1）心臓

心臓の概観

心膜

心臓壁の構造（心内膜、心筋層、心外膜）

心筋の特徴

心臓の弁

刺激伝導系

（2）血管

血管の分類

動脈

静脈

毛細血管

血管の基本的層構造（内膜、中膜、外膜）

動脈の構造

弾性型動脈

筋型（分配型）動脈

細動脈

静脈の構造

毛細血管の構造

連続型毛細血管

有窓型毛細血管

洞様毛細血管（類洞）

毛細血管網の構築と血流の調節

（3）リンパ管

リンパ管の構造

12.神経組織の特徴は情報伝達への特化

神経組織の構成要素

神経細胞の基本的構造と機能

神経支持細胞（神経膠細胞とシュワン細胞）の構造と機能

有髄神経線維と無髄神経線維

中枢神経組織（大脳、小脳、脊髄）の組織構築

末梢神経組織の組織構築

13.生殖器・子孫を残すために

女性生殖器

（１）卵巣の構造と機能

卵巣の構造

卵胞の発育

卵胞膜の構造と機能

排卵、黄体の形成

卵胞の閉鎖

（２）卵管の構造と機能

（３）子宮壁の構造

子宮内膜の周期的変化

子宮周期と卵巣周期

14. 泌尿器

　腎臓

腎臓の発生

腎臓の基本構造

位置と外形

皮質と髄質

腎葉と腎小葉

腎臓の血管系

ネフロンの構造と機能

集合管系の構造と機能

尿路（腎杯、腎盤、尿管、膀胱、尿道）の構造と機能

15. 生殖器・子孫を残すために

男性生殖器

（１）精巣の構造と機能

精細管の構造

精子発生と精子形成

間質の構造と機能

（２）精巣の導管と付属腺

導管各部位の構造と機能

付属腺（精嚢、前立腺、　尿道球腺）の構造と機能

（３）外生殖器

陰茎の構造と機能

16.内分泌組織・ホルモンを作って分泌するために

下垂体の構造と機能

腺性下垂体

神経性下垂体

血管系とその生理学的意義

松果体の構造と機能

甲状腺の構造と機能

上皮小体の構造と機能

副腎の構造と機能

皮質の層構造と機能

髄質の構造と機能

副腎の血管系

ホルモンを分泌するその他の組織や器官

17. 感覚器

#眼球は見るために特化した器官

眼球の全体像

眼球および付属器の微細構造

#内耳は聴くために

外耳と内耳

鼓膜、耳管、耳小骨

内耳、骨迷路

翼突管

耳神経節

発生学各論

4.吸器系の発生

肺芽の発生

喉頭

気管・気管支・肺

肺の成熟

5.脈管系の発生

動脈、静脈の発生

胎児と新生児の血液循環

大動脈弓からの構造物

リンパ系の発生

6.咽頭弓と顔面の形成

咽頭器官とは

咽頭弓、咽頭嚢、咽頭溝、咽頭膜

顔面の発生

甲状腺の発生

7. 尿生殖器系の発生

前腎・中腎・後腎の発生

尿管芽と造後腎組織

生殖器（男性・女性）の発生

8. 感覚器系の発生

目の発生

耳の発生

放射線診断学教室特別講義(全三回)

1.画像診断学総論

X線検査理論・CT理論・MRI理論・CTやMRIの撮像法

2.CTでみる腹部内臓解剖

3.CT で学ぶ胸部解剖

整形外科教室特別講義（全一回）

運動器の解剖について

整形外科では、運動器の疾患を専門にしている。運動器は関節、筋肉、神経を含み、体幹の安定のみならず四肢を利用してあら

ゆる動作を行う。講義では各関節の特徴や神経支配を通じて、整形外科疾患の診断に利用できる解剖学的知識を解説する。

目標：まず正常解剖を把握し、そこから病態を理解する。

放射線腫瘍学教室講義(全一回）

頭頚部腫瘍の診断

予習内容：各項目に該当する内容について教科書や参考書などにより調べておく。

予習時間：60分

復習内容：講義内容について教科書や参考試料も参照して理解に努める。

復習時間：60分
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人体解剖実習

16. 後胸壁と後腹壁、横隔膜と腰神経叢　Ｓ51、52

17. 下肢の皮静脈と皮神経・大腿筋膜と大腿筋　Ｓ53、54

18. 大腿前面の深層・殿部の深層　S55、56

19. 大腿後面の深層・膝窩と下腿後面・下腿の前面と足背　Ｓ57-59

20. 足底・下肢の最深層・膝の関節・足の関節　S60-63

21. 膀胱とその周辺・男性の外陰部と精巣・女性の外陰部・男性の会陰・女性の会陰・骨盤の切半　S64-67

22. 男性の骨盤内臓の位置・女性の骨盤内臓の位置・骨盤の血管と神経・男性の骨盤内臓・女性の骨盤内臓・骨盤壁の筋と股関

節　S68-71

23. 頚の深層・顔の浅層　S72、73

24. 咽頭・甲状腺と気管・喉頭　S74-76

25. 頭蓋の内面・頭の切半と口腔・鼻腔と咽頭鼻部　S77-80

26. 咀嚼筋と下顎管・顎関節と側頭下窩・舌と口蓋・眼球を前から見る　S81-85

27. 眼窩の内容・眼球など・舌下神経管と頚静脈孔・外耳と内耳・内耳・翼突管と頚動脈管と耳神経節　S86-91

組織学（講義・実習）

9.呼吸器組織

呼吸器特に気管支から肺胞への組織の変化：実習　呼吸に特化した器官である呼吸器、　上皮の様態がどんどん変わっていきま

す。

気道を構成する各部位の構造

鼻

鼻翼（外皮・鼻前庭）

咽頭（鼻部・口部・喉頭部）

喉頭（喉頭蓋・喉頭前庭・室ヒダ・前庭裂・喉頭室・声帯・声門裂・声門下腔）

気管および気管支の構造

肺（葉気管支・区域気管支・気管支枝・細気管支・終末細気管支・呼吸細気管支・肺胞管・肺胞嚢・肺胞）

肺胞壁の構造とガス交換

胎児の肺

10. 骨組織

骨組織の構成要素

成熟骨の組織像

骨と軟骨の組織構造の違い

骨の形成機転と成長

軟骨の形成機転と成長

骨髄の構造と造血

11.心臓・血管組織

（1）心臓

心臓の概観

心膜

心臓壁の構造（心内膜、心筋層、心外膜）

心筋の特徴

心臓の弁

刺激伝導系

（2）血管

血管の分類

動脈

静脈

毛細血管

血管の基本的層構造（内膜、中膜、外膜）

動脈の構造

弾性型動脈

筋型（分配型）動脈

細動脈

静脈の構造

毛細血管の構造

連続型毛細血管

有窓型毛細血管

洞様毛細血管（類洞）

毛細血管網の構築と血流の調節

（3）リンパ管

リンパ管の構造

12.神経組織の特徴は情報伝達への特化

神経組織の構成要素

神経細胞の基本的構造と機能

神経支持細胞（神経膠細胞とシュワン細胞）の構造と機能

有髄神経線維と無髄神経線維

中枢神経組織（大脳、小脳、脊髄）の組織構築

末梢神経組織の組織構築

13.生殖器・子孫を残すために

女性生殖器

（１）卵巣の構造と機能

卵巣の構造

卵胞の発育

卵胞膜の構造と機能

排卵、黄体の形成

卵胞の閉鎖

（２）卵管の構造と機能

（３）子宮壁の構造

子宮内膜の周期的変化

子宮周期と卵巣周期

14. 泌尿器

　腎臓

腎臓の発生

腎臓の基本構造

位置と外形

皮質と髄質

腎葉と腎小葉

腎臓の血管系

ネフロンの構造と機能

集合管系の構造と機能

尿路（腎杯、腎盤、尿管、膀胱、尿道）の構造と機能

15. 生殖器・子孫を残すために

男性生殖器

（１）精巣の構造と機能

精細管の構造

精子発生と精子形成

間質の構造と機能

（２）精巣の導管と付属腺

導管各部位の構造と機能

付属腺（精嚢、前立腺、　尿道球腺）の構造と機能

（３）外生殖器

陰茎の構造と機能

16.内分泌組織・ホルモンを作って分泌するために

下垂体の構造と機能

腺性下垂体

神経性下垂体

血管系とその生理学的意義

松果体の構造と機能

甲状腺の構造と機能

上皮小体の構造と機能

副腎の構造と機能

皮質の層構造と機能

髄質の構造と機能

副腎の血管系

ホルモンを分泌するその他の組織や器官

17. 感覚器

#眼球は見るために特化した器官

眼球の全体像

眼球および付属器の微細構造

#内耳は聴くために

外耳と内耳

鼓膜、耳管、耳小骨

内耳、骨迷路

翼突管

耳神経節

発生学各論

4.吸器系の発生

肺芽の発生

喉頭

気管・気管支・肺

肺の成熟

5.脈管系の発生

動脈、静脈の発生

胎児と新生児の血液循環

大動脈弓からの構造物

リンパ系の発生

6.咽頭弓と顔面の形成

咽頭器官とは

咽頭弓、咽頭嚢、咽頭溝、咽頭膜

顔面の発生

甲状腺の発生

7. 尿生殖器系の発生

前腎・中腎・後腎の発生

尿管芽と造後腎組織

生殖器（男性・女性）の発生

8. 感覚器系の発生

目の発生

耳の発生

放射線診断学教室特別講義(全三回)

1.画像診断学総論

X線検査理論・CT理論・MRI理論・CTやMRIの撮像法

2.CTでみる腹部内臓解剖

3.CT で学ぶ胸部解剖

整形外科教室特別講義（全一回）

運動器の解剖について

整形外科では、運動器の疾患を専門にしている。運動器は関節、筋肉、神経を含み、体幹の安定のみならず四肢を利用してあら

ゆる動作を行う。講義では各関節の特徴や神経支配を通じて、整形外科疾患の診断に利用できる解剖学的知識を解説する。

目標：まず正常解剖を把握し、そこから病態を理解する。

放射線腫瘍学教室講義(全一回）

頭頚部腫瘍の診断

予習内容：各項目に該当する内容について教科書や参考書などにより調べておく。

予習時間：60分

復習内容：講義内容について教科書や参考試料も参照して理解に努める。

復習時間：60分
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人体解剖実習

16. 後胸壁と後腹壁、横隔膜と腰神経叢　Ｓ51、52

17. 下肢の皮静脈と皮神経・大腿筋膜と大腿筋　Ｓ53、54

18. 大腿前面の深層・殿部の深層　S55、56

19. 大腿後面の深層・膝窩と下腿後面・下腿の前面と足背　Ｓ57-59

20. 足底・下肢の最深層・膝の関節・足の関節　S60-63

21. 膀胱とその周辺・男性の外陰部と精巣・女性の外陰部・男性の会陰・女性の会陰・骨盤の切半　S64-67

22. 男性の骨盤内臓の位置・女性の骨盤内臓の位置・骨盤の血管と神経・男性の骨盤内臓・女性の骨盤内臓・骨盤壁の筋と股関

節　S68-71

23. 頚の深層・顔の浅層　S72、73

24. 咽頭・甲状腺と気管・喉頭　S74-76

25. 頭蓋の内面・頭の切半と口腔・鼻腔と咽頭鼻部　S77-80

26. 咀嚼筋と下顎管・顎関節と側頭下窩・舌と口蓋・眼球を前から見る　S81-85

27. 眼窩の内容・眼球など・舌下神経管と頚静脈孔・外耳と内耳・内耳・翼突管と頚動脈管と耳神経節　S86-91

組織学（講義・実習）

9.呼吸器組織

呼吸器特に気管支から肺胞への組織の変化：実習　呼吸に特化した器官である呼吸器、　上皮の様態がどんどん変わっていきま

す。

気道を構成する各部位の構造

鼻

鼻翼（外皮・鼻前庭）

咽頭（鼻部・口部・喉頭部）

喉頭（喉頭蓋・喉頭前庭・室ヒダ・前庭裂・喉頭室・声帯・声門裂・声門下腔）

気管および気管支の構造

肺（葉気管支・区域気管支・気管支枝・細気管支・終末細気管支・呼吸細気管支・肺胞管・肺胞嚢・肺胞）

肺胞壁の構造とガス交換

胎児の肺

10. 骨組織

骨組織の構成要素

成熟骨の組織像

骨と軟骨の組織構造の違い

骨の形成機転と成長

軟骨の形成機転と成長

骨髄の構造と造血

11.心臓・血管組織

（1）心臓

心臓の概観

心膜

心臓壁の構造（心内膜、心筋層、心外膜）

心筋の特徴

心臓の弁

刺激伝導系

（2）血管

血管の分類

動脈

静脈

毛細血管

血管の基本的層構造（内膜、中膜、外膜）

動脈の構造

弾性型動脈

筋型（分配型）動脈

細動脈

静脈の構造

毛細血管の構造

連続型毛細血管

有窓型毛細血管

洞様毛細血管（類洞）

毛細血管網の構築と血流の調節

（3）リンパ管

リンパ管の構造

12.神経組織の特徴は情報伝達への特化

神経組織の構成要素

神経細胞の基本的構造と機能

神経支持細胞（神経膠細胞とシュワン細胞）の構造と機能

有髄神経線維と無髄神経線維

中枢神経組織（大脳、小脳、脊髄）の組織構築

末梢神経組織の組織構築

13.生殖器・子孫を残すために

女性生殖器

（１）卵巣の構造と機能

卵巣の構造

卵胞の発育

卵胞膜の構造と機能

排卵、黄体の形成

卵胞の閉鎖

（２）卵管の構造と機能

（３）子宮壁の構造

子宮内膜の周期的変化

子宮周期と卵巣周期

14. 泌尿器

　腎臓

腎臓の発生

腎臓の基本構造

位置と外形

皮質と髄質

腎葉と腎小葉

腎臓の血管系

ネフロンの構造と機能

集合管系の構造と機能

尿路（腎杯、腎盤、尿管、膀胱、尿道）の構造と機能

15. 生殖器・子孫を残すために

男性生殖器

（１）精巣の構造と機能

精細管の構造

精子発生と精子形成

間質の構造と機能

（２）精巣の導管と付属腺

導管各部位の構造と機能

付属腺（精嚢、前立腺、　尿道球腺）の構造と機能

（３）外生殖器

陰茎の構造と機能

16.内分泌組織・ホルモンを作って分泌するために

下垂体の構造と機能

腺性下垂体

神経性下垂体

血管系とその生理学的意義

松果体の構造と機能

甲状腺の構造と機能

上皮小体の構造と機能

副腎の構造と機能

皮質の層構造と機能

髄質の構造と機能

副腎の血管系

ホルモンを分泌するその他の組織や器官

17. 感覚器

#眼球は見るために特化した器官

眼球の全体像

眼球および付属器の微細構造

#内耳は聴くために

外耳と内耳

鼓膜、耳管、耳小骨

内耳、骨迷路

翼突管

耳神経節

発生学各論

4.吸器系の発生

肺芽の発生

喉頭

気管・気管支・肺

肺の成熟

5.脈管系の発生

動脈、静脈の発生

胎児と新生児の血液循環

大動脈弓からの構造物

リンパ系の発生

6.咽頭弓と顔面の形成

咽頭器官とは

咽頭弓、咽頭嚢、咽頭溝、咽頭膜

顔面の発生

甲状腺の発生

7. 尿生殖器系の発生

前腎・中腎・後腎の発生

尿管芽と造後腎組織

生殖器（男性・女性）の発生

8. 感覚器系の発生

目の発生

耳の発生

放射線診断学教室特別講義(全三回)

1.画像診断学総論

X線検査理論・CT理論・MRI理論・CTやMRIの撮像法

2.CTでみる腹部内臓解剖

3.CT で学ぶ胸部解剖

整形外科教室特別講義（全一回）

運動器の解剖について

整形外科では、運動器の疾患を専門にしている。運動器は関節、筋肉、神経を含み、体幹の安定のみならず四肢を利用してあら

ゆる動作を行う。講義では各関節の特徴や神経支配を通じて、整形外科疾患の診断に利用できる解剖学的知識を解説する。

目標：まず正常解剖を把握し、そこから病態を理解する。

放射線腫瘍学教室講義(全一回）

頭頚部腫瘍の診断

予習内容：各項目に該当する内容について教科書や参考書などにより調べておく。

予習時間：60分

復習内容：講義内容について教科書や参考試料も参照して理解に努める。

復習時間：60分
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人体解剖実習

16. 後胸壁と後腹壁、横隔膜と腰神経叢　Ｓ51、52

17. 下肢の皮静脈と皮神経・大腿筋膜と大腿筋　Ｓ53、54

18. 大腿前面の深層・殿部の深層　S55、56

19. 大腿後面の深層・膝窩と下腿後面・下腿の前面と足背　Ｓ57-59

20. 足底・下肢の最深層・膝の関節・足の関節　S60-63

21. 膀胱とその周辺・男性の外陰部と精巣・女性の外陰部・男性の会陰・女性の会陰・骨盤の切半　S64-67

22. 男性の骨盤内臓の位置・女性の骨盤内臓の位置・骨盤の血管と神経・男性の骨盤内臓・女性の骨盤内臓・骨盤壁の筋と股関

節　S68-71

23. 頚の深層・顔の浅層　S72、73

24. 咽頭・甲状腺と気管・喉頭　S74-76

25. 頭蓋の内面・頭の切半と口腔・鼻腔と咽頭鼻部　S77-80

26. 咀嚼筋と下顎管・顎関節と側頭下窩・舌と口蓋・眼球を前から見る　S81-85

27. 眼窩の内容・眼球など・舌下神経管と頚静脈孔・外耳と内耳・内耳・翼突管と頚動脈管と耳神経節　S86-91

組織学（講義・実習）

9.呼吸器組織

呼吸器特に気管支から肺胞への組織の変化：実習　呼吸に特化した器官である呼吸器、　上皮の様態がどんどん変わっていきま

す。

気道を構成する各部位の構造

鼻

鼻翼（外皮・鼻前庭）

咽頭（鼻部・口部・喉頭部）

喉頭（喉頭蓋・喉頭前庭・室ヒダ・前庭裂・喉頭室・声帯・声門裂・声門下腔）

気管および気管支の構造

肺（葉気管支・区域気管支・気管支枝・細気管支・終末細気管支・呼吸細気管支・肺胞管・肺胞嚢・肺胞）

肺胞壁の構造とガス交換

胎児の肺

10. 骨組織

骨組織の構成要素

成熟骨の組織像

骨と軟骨の組織構造の違い

骨の形成機転と成長

軟骨の形成機転と成長

骨髄の構造と造血

11.心臓・血管組織

（1）心臓

心臓の概観

心膜

心臓壁の構造（心内膜、心筋層、心外膜）

心筋の特徴

心臓の弁

刺激伝導系

（2）血管

血管の分類

動脈

静脈

毛細血管

血管の基本的層構造（内膜、中膜、外膜）

動脈の構造

弾性型動脈

筋型（分配型）動脈

細動脈

静脈の構造

毛細血管の構造

連続型毛細血管

有窓型毛細血管

洞様毛細血管（類洞）

毛細血管網の構築と血流の調節

（3）リンパ管

リンパ管の構造

12.神経組織の特徴は情報伝達への特化

神経組織の構成要素

神経細胞の基本的構造と機能

神経支持細胞（神経膠細胞とシュワン細胞）の構造と機能

有髄神経線維と無髄神経線維

中枢神経組織（大脳、小脳、脊髄）の組織構築

末梢神経組織の組織構築

13.生殖器・子孫を残すために

女性生殖器

（１）卵巣の構造と機能

卵巣の構造

卵胞の発育

卵胞膜の構造と機能

排卵、黄体の形成

卵胞の閉鎖

（２）卵管の構造と機能

（３）子宮壁の構造

子宮内膜の周期的変化

子宮周期と卵巣周期

14. 泌尿器

　腎臓

腎臓の発生

腎臓の基本構造

位置と外形

皮質と髄質

腎葉と腎小葉

腎臓の血管系

ネフロンの構造と機能

集合管系の構造と機能

尿路（腎杯、腎盤、尿管、膀胱、尿道）の構造と機能

15. 生殖器・子孫を残すために

男性生殖器

（１）精巣の構造と機能

精細管の構造

精子発生と精子形成

間質の構造と機能

（２）精巣の導管と付属腺

導管各部位の構造と機能

付属腺（精嚢、前立腺、　尿道球腺）の構造と機能

（３）外生殖器

陰茎の構造と機能

16.内分泌組織・ホルモンを作って分泌するために

下垂体の構造と機能

腺性下垂体

神経性下垂体

血管系とその生理学的意義

松果体の構造と機能

甲状腺の構造と機能

上皮小体の構造と機能

副腎の構造と機能

皮質の層構造と機能

髄質の構造と機能

副腎の血管系

ホルモンを分泌するその他の組織や器官

17. 感覚器

#眼球は見るために特化した器官

眼球の全体像

眼球および付属器の微細構造

#内耳は聴くために

外耳と内耳

鼓膜、耳管、耳小骨

内耳、骨迷路

翼突管

耳神経節

発生学各論

4.吸器系の発生

肺芽の発生

喉頭

気管・気管支・肺

肺の成熟

5.脈管系の発生

動脈、静脈の発生

胎児と新生児の血液循環

大動脈弓からの構造物

リンパ系の発生

6.咽頭弓と顔面の形成

咽頭器官とは

咽頭弓、咽頭嚢、咽頭溝、咽頭膜

顔面の発生

甲状腺の発生

7. 尿生殖器系の発生

前腎・中腎・後腎の発生

尿管芽と造後腎組織

生殖器（男性・女性）の発生

8. 感覚器系の発生

目の発生

耳の発生

放射線診断学教室特別講義(全三回)

1.画像診断学総論

X線検査理論・CT理論・MRI理論・CTやMRIの撮像法

2.CTでみる腹部内臓解剖

3.CT で学ぶ胸部解剖

整形外科教室特別講義（全一回）

運動器の解剖について

整形外科では、運動器の疾患を専門にしている。運動器は関節、筋肉、神経を含み、体幹の安定のみならず四肢を利用してあら

ゆる動作を行う。講義では各関節の特徴や神経支配を通じて、整形外科疾患の診断に利用できる解剖学的知識を解説する。

目標：まず正常解剖を把握し、そこから病態を理解する。

放射線腫瘍学教室講義(全一回）

頭頚部腫瘍の診断

予習内容：各項目に該当する内容について教科書や参考書などにより調べておく。

予習時間：60分

復習内容：講義内容について教科書や参考試料も参照して理解に努める。

復習時間：60分

■ホームページ

近畿大学医学部解剖学教室　http://www.med.kindai.ac.jp/anato2/

110



シラバス№： 1811900078

人体構造Ⅱ科目名　：

英文名　：

重吉　康史・長野　護・松尾　拓哉・鯉沼　聡・筋野 貢・中嶋　正人・

吉川　朋子・南　陽一・柿木　良介・竹山　宜典・土井　勝美・光冨　徹哉・

宮崎　俊一・宮田　信吾・宮本　裕史・肥田　仁一・柏木　伸夫・

柳生　行伸・小西　啓悦・金澤　佑治

担当者　：

医学科開講学科：

後期75時間 開講期： 必修科目必修選択の別：開講年次：単　位　： 1年次

科目区分： 専門科目

備　考　：

■授業概要・方法等

ヒトの“からだ”の成り立ちを理解するためには人体の構造と機能について学ばなければならない。まず基礎的な構造を理解し、

それぞれの体の各部分部分が総合的に人体を作り上げていることを理解する。構造を理解すれば、その機能についての知識が生

きたものとなる。実物標本や御献体の解剖を行うことにより、まず医学の第一歩を踏み出し、正しい知識と理解を身につけるこ

とを目標としている。特に当教室では臨床医学講座、病理学講座よりの講師による解剖学講義をユニット内で取り入れている。

それによって、スムーズにその後の学習に進むことができる。また、組織学講義は生理学の知識と結びつけることを重視し、講

義内で、組織学と同時に生理学の基礎について触れる。これらの複合化した講義、実習によって、構造、形態が生理、病態生理

と密接に関連していることを理解し、基礎医学から臨床医学にいたる総体としての医学知識を身につける。

■学習・教育目標及び到達目標

関連ディプロマポリシー( 3つ以下)

①よい医師を育てたいとの貴重なご遺志を感じながらご遺体の解剖に取り組むこと。

②医師として必要な基本的な解剖学の知識を身につける。

③解剖学の知識を応用して生理学、病理学、臨床医学における問題に取り組むことができる。

関連教育アウトカム( 3つ以下)

①倫理とプロフエツショナリズム

②医学的知識

③協調精神、チームワークの涵養

キーワード(5 つ以下)

倫理、人体構造、組織構築、発生、運動器

系統解剖

1. 解剖学実習を安全にかつ倫理的に行うための知識を身につける

2. 体内時計を調節する方法を学ぶ。

3. 実習を通じてヒトの体のつくりを観察し、構造を説明することができる

4. 構造上の特徴を、機能と関係づけて説明することができる

5. 筋肉と骨構造によって運動を作り出すメカニズムを理解することができる（kinesiology）

■成績評価方法および基準

定期試験 70%

レポート 30%

■試験・課題に対するフィードバック方法

試験終了後、試験問題を掲示する。

■教科書

[ISBN]9784525103118 『解剖実習の手びき』 (寺田 春水, 南山堂 : 2004)

[ISBN]9784890133055 『カラー人体解剖学―構造と機能:ミクロからマクロまで』 (F.H. マティーニ, 西村書店 : 2003)

[ISBN]9784788807075 『医療を学ぶ学生のための解剖の手引き―モチベーションを上げる解剖実習 骨学実習・組織学総論実

習・解剖学標本見学実習』 (松尾 拓哉, 時潮社 : 2016)

[ISBN]9784263731345 『ムーア人体発生学原著第8版』 (キース・L．ムア, 医歯薬出版 : 2011)

[ISBN]9784895925730 『リープマン神経解剖学 第3版』 (依藤 宏, メディカルサイエンスインターナショナル : 2008)

[ISBN]9784621088968 『ジュンケイラ組織学 第4版 (Lange Textbookシリーズ)』 (Anthony L. Mescher, 丸善出版 :

2015)

[ISBN]9784263458051 『新編カラーアトラス組織・細胞学』 (岩永 敏彦, 医歯薬出版 : 2017)

[ISBN]9784061534391 『好きになる解剖学 (KS好きになるシリーズ)』 (竹内 修二, 講談社 : 2003)

[ISBN]9784480059635 『からだを読む (ちくま新書)』 (養老 孟司, 筑摩書房 : 2002)
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[ISBN]9784525103118 『解剖実習の手びき』 (寺田 春水, 南山堂 : 2004)

[ISBN]9784890133055 『カラー人体解剖学―構造と機能:ミクロからマクロまで』 (F.H. マティーニ, 西村書店 : 2003)

[ISBN]9784788807075 『医療を学ぶ学生のための解剖の手引き―モチベーションを上げる解剖実習 骨学実習・組織学総論実

習・解剖学標本見学実習』 (松尾 拓哉, 時潮社 : 2016)

[ISBN]9784263731345 『ムーア人体発生学原著第8版』 (キース・L．ムア, 医歯薬出版 : 2011)

[ISBN]9784895925730 『リープマン神経解剖学 第3版』 (依藤 宏, メディカルサイエンスインターナショナル : 2008)

[ISBN]9784621088968 『ジュンケイラ組織学 第4版 (Lange Textbookシリーズ)』 (Anthony L. Mescher, 丸善出版 :

2015)

[ISBN]9784263458051 『新編カラーアトラス組織・細胞学』 (岩永 敏彦, 医歯薬出版 : 2017)

[ISBN]9784061534391 『好きになる解剖学 (KS好きになるシリーズ)』 (竹内 修二, 講談社 : 2003)

[ISBN]9784480059635 『からだを読む (ちくま新書)』 (養老 孟司, 筑摩書房 : 2002)

■参考文献

[ISBN]9784260020862 『グラント解剖学図譜 第7版』 (坂井 建雄, 医学書院 : 2015)

[ISBN]9784524261178 『人体解剖カラーアトラス』 (ジョナサン・D.スプラット, 南江堂 : 2015)

[ISBN]9784758120258 『臨床につながる解剖学イラストレイテッド』 (松村 讓兒, 羊土社 : 2011)

[ISBN]9784902496406 『CT・MRI解体新書―正常解剖』 (リブロ・サイエンス : 2012)

[ISBN]9784895928397 『ラングマン人体発生学 第11版』 (メディカルサイエンスインターナショナル : 2016)

[ISBN]9784765315067 『カラー図解 神経解剖学講義ノート』 (寺島俊雄, 金芳堂 : 2011)

[ISBN]9784860343064 『グレイ解剖学 原著第3版』 (Richard L. Drake, エルゼビア・ジャパン : 2016)

[ISBN]9784524243679 『Ross組織学』 (Michael H. Ross, 南江堂 : 2010)

[ISBN]9784895922937 『スネル臨床解剖学』 (R.S. スネル, メディカルサイエンスインターナショナル : 2004)

■関連科目

生理学　病理学

■授業評価アンケート実施方法

実施規程に準拠して行う。

■研究室・メールアドレス

anatomy@med.kindai.ac.jp

■オフィスアワー

水曜4時から6時とします。しかし質問はいつでも受け付けます。教員がいないときもありますので、アポイントメントをとって

から来る方が能率がよろしいです。

■授業計画の内容及び時間外学修の内容・時間

局所解剖

1.  解剖学の安全倫理と体内時計の合わせ方解剖学実習を安全にかつ倫理的にすすめるために必要な基礎知識

ホルマリン対策・関連の法律・成績の判定・体内時計の合わせ方

2.   kinesiology基礎・筋肉学は力学・力学の観点から、筋、骨、靱帯の運動について学びます

3.   循環　血管の解剖学を学ぶ

4.  kinesiology起立するための筋肉と骨構造・姿勢と脊柱起立筋

5.  CT講義基礎（放射線診断学）CT読影の基礎を学ぶ。

6.  MRI講義基礎（放射線診断学）MRI読影の基礎を学ぶ。

7．胸部CT解剖講義（放射線診断学）胸部 CT読影の基礎を学ぶ。

8.  腹部CT解剖講義（放射線診断学）腹部 CT読影の基礎を学ぶ。

人体解剖講義・実習

1. 頚・胸・腹部体表観察と皮切り・広頚筋と乳腺・胸腹部の皮静脈と皮神経　S1-3

頚・胸・腹部体表観察と皮切りを行い、広頚筋、乳腺、皮静脈、皮神経、胸筋筋膜と腋窩筋膜、浅腹筋膜について学ぶ。

2. 大胸筋と外腹斜筋・頚神経叢の枝と胸鎖乳突筋　S4、5

胸筋筋膜をはぎ、大胸筋、外腹斜筋について学ぶ。また、頚の皮静脈と皮神経、唾液腺、胸鎖乳突筋について学ぶ。

3. 頚部のやや深層・胸部の深層と腋窩　S8、9

胸鎖乳突筋を切り、肩甲舌骨筋と頸神経叢、舌骨下筋群と頸神経ワナ、内頸静脈と総頸動脈、前斜角筋と横隔神経について学

ぶ。また、大胸筋を切り、小胸筋について学ぶ。

4. 背なかの皮切り、背なかの浅筋　S6、7

背中とうなじの体表の観察と皮切りを行い、背中の皮神経、胸鎖乳突筋と僧帽筋、副神経と頸横動脈、広背筋と外腹斜筋につい

て学ぶ。

5. 胸腰筋膜と固有背筋・後頭下の筋　S26、27

胸腰筋膜、固有背筋、うなじの靱帯と筋群について学ぶ。

6. 脊髄・鎖骨下動静脈とその枝　S28、10

脊柱後面の靱帯を観察後、脊柱管を開き、脊髄と脊髄神経節をそのままの位置で観察後、脊髄を取り出す。また、鎖骨を切り、

鎖骨下動静脈と腋窩動静脈、胸管、鎖骨下動脈の枝について学ぶ。

7. うでの皮切りと腕神経叢・上腕屈側の筋と神経　S11、12

うでの体表の観察、皮切り（手首まで）を行い、皮静脈と皮神経、腕神経叢、三角筋、上腕の３つの屈筋、上腕動静脈と正中神

経、腕神経叢の枝について学ぶ。

8. 肩甲骨の前面の筋・上腕伸側と肩甲骨背面の筋・上肢の切り離し　S13-15

前鋸筋、肩甲下筋、上腕三頭筋、肩甲骨の後ろの筋について学ぶ。また、上肢の切り離しを行う。

9. 前腕屈側の浅い層・前腕の伸側と手背・手のひらの皮切りと手掌腱膜・手のひらの浅い層　S16-19

前腕の屈筋群と伸筋群について学ぶ。また、手背と手のひらの皮切りを行い、手掌腱膜、母指球の筋、小指球の筋、血管と神

経、指の屈筋の腱、虫様筋について学ぶ。

10. 手の深い層・上肢の血管と神経のまとめ、肩関節とその周辺・肘・手首・手と指の関節　S20-25

前腕の屈側、手のひら、手の甲の深い層について学ぶ。また肩関節の周囲の筋と関節について学ぶ。さらに、肘・手首・手と指

の関節について学ぶ。

11. 胸壁・胸腔を開く・胸膜と心膜・肺・頚の根もとの深層　Ｓ29、Ｓ35-38

肋間の筋、壁側胸膜、胸腺、心膜、胸膜腔について学ぶ。また、肺を自然位で観察後、肺の切り出し、肺の構造について学ぶ。

さらに、鎖骨下動静脈とくびの大血管、心臓に分布する神経について学ぶ。

12. 縦隔・心臓の外景・心臓の内景・縦隔の深部　Ｓ39-42

心臓に出入りする大血管を観察後、心臓を切り出し、心臓の外面、心臓壁の血管について学ぶ。また、反回神経と動脈管索、心

臓神経叢、気管と食道、迷走神経、胸大動脈と胸管、胸部の交感神経幹について学ぶ。

13. 鼡径部と側腹筋群・腹直筋鞘・横筋筋膜と腹膜・臍　S30-33

下腹部の体表の観察、皮切りを行い、外腹斜筋、内腹斜筋、腹横筋、腹直筋鞘の前葉と白線、腹直筋、腹直筋鞘の後葉、横筋筋

膜、壁側腹膜、深鼡径輪、臍の裏側、臍の表側について学ぶ。

14. 腹部内臓の自然位での観察・腹部内臓の位置・腹膜と腹膜腔・腹部内臓に分布する血管と神経・空腸と回腸と結腸　Ｓ34、

43-46

肝臓、胃と大網、腸管、浅在内臓、深在内臓の自然位での観察し、腸間膜、結腸間膜、胃間膜、網嚢、腹膜腔、腸間膜の血管と

神経、胃の周囲の血管と神経について学ぶ。また、腸管を切り出し、結腸と小腸の区別、腸管の内面、腸管の壁について学ぶ。

予習内容：各項目に該当する内容について教科書や参考書などにより調べておく。

予習時間：60分

復習内容：講義内容について教科書や参考試料も参照して理解に努める。

復習時間：60分
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局所解剖

1.  解剖学の安全倫理と体内時計の合わせ方解剖学実習を安全にかつ倫理的にすすめるために必要な基礎知識

ホルマリン対策・関連の法律・成績の判定・体内時計の合わせ方

2.   kinesiology基礎・筋肉学は力学・力学の観点から、筋、骨、靱帯の運動について学びます

3.   循環　血管の解剖学を学ぶ

4.  kinesiology起立するための筋肉と骨構造・姿勢と脊柱起立筋

5.  CT講義基礎（放射線診断学）CT読影の基礎を学ぶ。

6.  MRI講義基礎（放射線診断学）MRI読影の基礎を学ぶ。

7．胸部CT解剖講義（放射線診断学）胸部 CT読影の基礎を学ぶ。

8.  腹部CT解剖講義（放射線診断学）腹部 CT読影の基礎を学ぶ。

人体解剖講義・実習

1. 頚・胸・腹部体表観察と皮切り・広頚筋と乳腺・胸腹部の皮静脈と皮神経　S1-3

頚・胸・腹部体表観察と皮切りを行い、広頚筋、乳腺、皮静脈、皮神経、胸筋筋膜と腋窩筋膜、浅腹筋膜について学ぶ。

2. 大胸筋と外腹斜筋・頚神経叢の枝と胸鎖乳突筋　S4、5

胸筋筋膜をはぎ、大胸筋、外腹斜筋について学ぶ。また、頚の皮静脈と皮神経、唾液腺、胸鎖乳突筋について学ぶ。

3. 頚部のやや深層・胸部の深層と腋窩　S8、9

胸鎖乳突筋を切り、肩甲舌骨筋と頸神経叢、舌骨下筋群と頸神経ワナ、内頸静脈と総頸動脈、前斜角筋と横隔神経について学

ぶ。また、大胸筋を切り、小胸筋について学ぶ。

4. 背なかの皮切り、背なかの浅筋　S6、7

背中とうなじの体表の観察と皮切りを行い、背中の皮神経、胸鎖乳突筋と僧帽筋、副神経と頸横動脈、広背筋と外腹斜筋につい

て学ぶ。

5. 胸腰筋膜と固有背筋・後頭下の筋　S26、27

胸腰筋膜、固有背筋、うなじの靱帯と筋群について学ぶ。

6. 脊髄・鎖骨下動静脈とその枝　S28、10

脊柱後面の靱帯を観察後、脊柱管を開き、脊髄と脊髄神経節をそのままの位置で観察後、脊髄を取り出す。また、鎖骨を切り、

鎖骨下動静脈と腋窩動静脈、胸管、鎖骨下動脈の枝について学ぶ。

7. うでの皮切りと腕神経叢・上腕屈側の筋と神経　S11、12

うでの体表の観察、皮切り（手首まで）を行い、皮静脈と皮神経、腕神経叢、三角筋、上腕の３つの屈筋、上腕動静脈と正中神

経、腕神経叢の枝について学ぶ。

8. 肩甲骨の前面の筋・上腕伸側と肩甲骨背面の筋・上肢の切り離し　S13-15

前鋸筋、肩甲下筋、上腕三頭筋、肩甲骨の後ろの筋について学ぶ。また、上肢の切り離しを行う。

9. 前腕屈側の浅い層・前腕の伸側と手背・手のひらの皮切りと手掌腱膜・手のひらの浅い層　S16-19

前腕の屈筋群と伸筋群について学ぶ。また、手背と手のひらの皮切りを行い、手掌腱膜、母指球の筋、小指球の筋、血管と神

経、指の屈筋の腱、虫様筋について学ぶ。

10. 手の深い層・上肢の血管と神経のまとめ、肩関節とその周辺・肘・手首・手と指の関節　S20-25

前腕の屈側、手のひら、手の甲の深い層について学ぶ。また肩関節の周囲の筋と関節について学ぶ。さらに、肘・手首・手と指

の関節について学ぶ。

11. 胸壁・胸腔を開く・胸膜と心膜・肺・頚の根もとの深層　Ｓ29、Ｓ35-38

肋間の筋、壁側胸膜、胸腺、心膜、胸膜腔について学ぶ。また、肺を自然位で観察後、肺の切り出し、肺の構造について学ぶ。

さらに、鎖骨下動静脈とくびの大血管、心臓に分布する神経について学ぶ。

12. 縦隔・心臓の外景・心臓の内景・縦隔の深部　Ｓ39-42

心臓に出入りする大血管を観察後、心臓を切り出し、心臓の外面、心臓壁の血管について学ぶ。また、反回神経と動脈管索、心

臓神経叢、気管と食道、迷走神経、胸大動脈と胸管、胸部の交感神経幹について学ぶ。

13. 鼡径部と側腹筋群・腹直筋鞘・横筋筋膜と腹膜・臍　S30-33

下腹部の体表の観察、皮切りを行い、外腹斜筋、内腹斜筋、腹横筋、腹直筋鞘の前葉と白線、腹直筋、腹直筋鞘の後葉、横筋筋

膜、壁側腹膜、深鼡径輪、臍の裏側、臍の表側について学ぶ。

14. 腹部内臓の自然位での観察・腹部内臓の位置・腹膜と腹膜腔・腹部内臓に分布する血管と神経・空腸と回腸と結腸　Ｓ34、

43-46

肝臓、胃と大網、腸管、浅在内臓、深在内臓の自然位での観察し、腸間膜、結腸間膜、胃間膜、網嚢、腹膜腔、腸間膜の血管と

神経、胃の周囲の血管と神経について学ぶ。また、腸管を切り出し、結腸と小腸の区別、腸管の内面、腸管の壁について学ぶ。

予習内容：各項目に該当する内容について教科書や参考書などにより調べておく。

予習時間：60分

復習内容：講義内容について教科書や参考試料も参照して理解に努める。

復習時間：60分

■ホームページ

近畿大学医学部解剖学教室　http://www.med.kindai.ac.jp/anato2/
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シラバス№： 1811900079

人体構造Ⅲ科目名　：

英文名　：

重吉　康史・長野　護・松尾　拓哉・鯉沼　聡・筋野 貢・中嶋　正人・

吉川　朋子・南　陽一・赤木　將男・磯貝　典孝・植村　天受・下村　嘉一・

竹山　宜典・土井　勝美・濱田　傑・松村 謙臣・宮田　信吾・小西　啓悦・

金澤　佑治

担当者　：

医学科開講学科：

後期65時間 開講期： 必修科目必修選択の別：開講年次：単　位　： 1年次

科目区分： 専門科目

備　考　：

■授業概要・方法等

ヒトの“からだ”の成り立ちを理解するためには人体の構造と機能について学ばなければならない。まず基礎的な構造を理解し、

それぞれの体の各部分部分が総合的に人体を作り上げていることを理解する。構造を理解すれば、その機能についての知識が生

きたものとなる。実物標本や御献体の解剖を行うことにより、まず医学の第一歩を踏み出し、正しい知識と理解を身につけるこ

とを目標としている。特に当教室では臨床医学講座、病理学講座よりの講師による解剖学講義をユニット内で取り入れている。

それによって、スムーズにその後の学習に進むことができる。また、組織学講義は生理学の知識と結びつけることを重視し、講

義内で、組織学と同時に生理学の基礎について触れる。これらの複合化した講義、実習によって、構造、形態が生理、病態生理

と密接に関連していることを理解し、基礎医学から臨床医学にいたる総体としての医学知識を身につける。

■学習・教育目標及び到達目標

関連ディプロマポリシー( 3つ以下)

①よい医師を育てたいとの貴重なご遺志を感じながらご遺体の解剖に取り組むこと。

②医師として必要な基本的な解剖学の知識を身につける。

③解剖学の知識を応用して生理学、病理学、臨床医学における問題に取り組むことができる。

関連教育アウトカム( 3つ以下)

①倫理とプロフエツショナリズム

②医学的知識

③協調精神、チームワークの涵養

キーワード(5 つ以下)

倫理、人体構造、組織構築、発生、運動器

系統解剖学

1. 実習を通じてヒトの体のつくりを観察し、構造を説明することができる

2. 構造上の特徴を、機能と関係づけて説明することができる

3. CT画像において、基本的な臓器を判別することができる

■成績評価方法および基準

定期試験 70%

レポート 30%

■試験・課題に対するフィードバック方法

試験終了後、試験問題を掲示する。

■教科書

[ISBN]9784525103118 『解剖実習の手びき』 (寺田 春水, 南山堂 : 2004)

[ISBN]9784890133055 『カラー人体解剖学―構造と機能:ミクロからマクロまで』 (F.H. マティーニ, 西村書店 : 2003)

[ISBN]9784788807075 『医療を学ぶ学生のための解剖の手引き―モチベーションを上げる解剖実習 骨学実習・組織学総論実

習・解剖学標本見学実習』 (松尾 拓哉, 時潮社 : 2016)

[ISBN]9784263731345 『ムーア人体発生学原著第8版』 (キース・L．ムア, 医歯薬出版 : 2011)

[ISBN]9784895925730 『リープマン神経解剖学 第3版』 (依藤 宏, メディカルサイエンスインターナショナル : 2008)

[ISBN]9784621088968 『ジュンケイラ組織学 第4版 (Lange Textbookシリーズ)』 (Anthony L. Mescher, 丸善出版 :

2015)

[ISBN]9784263458051 『新編カラーアトラス組織・細胞学』 (岩永 敏彦, 医歯薬出版 : 2017)

[ISBN]9784061534391 『好きになる解剖学 (KS好きになるシリーズ)』 (竹内 修二, 講談社 : 2003)

[ISBN]9784480059635 『からだを読む (ちくま新書)』 (養老 孟司, 筑摩書房 : 2002)
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[ISBN]9784525103118 『解剖実習の手びき』 (寺田 春水, 南山堂 : 2004)

[ISBN]9784890133055 『カラー人体解剖学―構造と機能:ミクロからマクロまで』 (F.H. マティーニ, 西村書店 : 2003)

[ISBN]9784788807075 『医療を学ぶ学生のための解剖の手引き―モチベーションを上げる解剖実習 骨学実習・組織学総論実

習・解剖学標本見学実習』 (松尾 拓哉, 時潮社 : 2016)

[ISBN]9784263731345 『ムーア人体発生学原著第8版』 (キース・L．ムア, 医歯薬出版 : 2011)

[ISBN]9784895925730 『リープマン神経解剖学 第3版』 (依藤 宏, メディカルサイエンスインターナショナル : 2008)

[ISBN]9784621088968 『ジュンケイラ組織学 第4版 (Lange Textbookシリーズ)』 (Anthony L. Mescher, 丸善出版 :

2015)

[ISBN]9784263458051 『新編カラーアトラス組織・細胞学』 (岩永 敏彦, 医歯薬出版 : 2017)

[ISBN]9784061534391 『好きになる解剖学 (KS好きになるシリーズ)』 (竹内 修二, 講談社 : 2003)

[ISBN]9784480059635 『からだを読む (ちくま新書)』 (養老 孟司, 筑摩書房 : 2002)

■参考文献

[ISBN]9784260020862 『グラント解剖学図譜 第7版』 (坂井 建雄, 医学書院 : 2015)

[ISBN]9784524261178 『人体解剖カラーアトラス』 (ジョナサン・D.スプラット, 南江堂 : 2015)

[ISBN]9784758120258 『臨床につながる解剖学イラストレイテッド』 (松村 讓兒, 羊土社 : 2011)

[ISBN]9784902496406 『CT・MRI解体新書―正常解剖』 (リブロ・サイエンス : 2012)

[ISBN]9784895928397 『ラングマン人体発生学 第11版』 (メディカルサイエンスインターナショナル : 2016)

[ISBN]9784765315067 『カラー図解 神経解剖学講義ノート』 (寺島俊雄, 金芳堂 : 2011)

[ISBN]9784860343064 『グレイ解剖学 原著第3版』 (Richard L. Drake, エルゼビア・ジャパン :

2016)[ISBN]9784524243679 『Ross組織学』 (Michael H. Ross, 南江堂 : 2010)

[ISBN]9784895922937 『スネル臨床解剖学』 (R.S. スネル, メディカルサイエンスインターナショナル : 2004)

■関連科目

生理学　病理学

■授業評価アンケート実施方法

実施規程に準拠して行う。

■研究室・メールアドレス

anatomy@med.kindai.ac.jp

■オフィスアワー

水曜4時から6時とします。しかし質問はいつでも受け付けます。教員がいないときもありますので、アポイントメントをとって

から来る方が能率がよろしいです。

■授業計画の内容及び時間外学修の内容・時間

系統解剖講義

１．末梢神経　　末梢神経の構成を学ぶ。

２．リンパ系　　リンパ組織の構成を学ぶ。

人体解剖講義・実習

15. 胃・肝臓・十二指腸・膵臓・脾臓、腎臓と副腎　Ｓ47-50

胃、肝臓、十二指腸、膵臓、脾臓を取り出し、外景、内景、筋層について学ぶ。また、腎臓と副腎を自然位で観察し、腎臓と副

腎に分布する血管と神経、さらに、腎臓と副腎を取り出し、腎臓の内部構造について学ぶ。

16. 後胸壁と後腹壁、横隔膜と腰神経叢　Ｓ51、52

胸大動脈と腹大動脈、下大静脈と奇静脈系の概観、胸管の全経過を観察する。また、横隔膜の起始と停止、横隔膜を貫くもの、

横隔膜に分布する血管と神経、後腹壁内面の筋、腰神経叢について学ぶ。さらに、下半身の切り離しを行う。

17. 下肢の皮静脈と皮神経・大腿筋膜と大腿筋　Ｓ53、54

下肢の体表の観察し、大腿前面、殿部と大腿後面・下腿後面、下腿前面と足背の皮切りを行い、大腿筋膜、大殿筋などについて

学ぶ。

18. 大腿前面の深層・殿部の深層　S55、56

大腿管、大腿三角とその周辺、大腿四頭筋と内転筋管、梨状筋とその周辺、大腿骨を外旋する筋群について学ぶ。

19. 大腿後面の深層・膝窩と下腿後面・下腿の前面と足背　Ｓ57-59

大腿後面の屈筋群、坐骨神経の経路、大内転筋について学ぶ。また、膝窩動脈の枝について学ぶ。さらに、下腿の屈筋群、伸筋

群、腓骨筋群、足背の筋と血管・神経について学ぶ。

20. 足底・下肢の最深層・膝の関節・足の関節　S60-63

足底の皮切りを行い、足底腱膜、足底の筋群と血管・神経について学ぶ。また、膝関節腔を開き、膝関節腔の内景、足首の関

節、脛骨と腓骨の下端部の連結、足根骨の間の関節、指の関節について学ぶ。

21. 膀胱とその周辺・男性の外陰部と精巣・女性の外陰部・男性の会陰・女性の会陰・骨盤の切半　S64-67

尿管と膀胱、骨盤壁の血管と神経について学ぶ。また、男性では陰嚢と精索、精巣と精巣上体、陰茎、女性では大陰唇と小陰

唇、腟の前庭、前庭球と陰核について学ぶ。さらに、尿生殖隔膜、骨盤隔膜について学ぶ。また、骨盤の切半を行う。

22. 男性の骨盤内臓の位置・女性の骨盤内臓の位置・骨盤の血管と神経・男性の骨盤内臓・女性の骨盤内臓・骨盤壁の筋と股関

節　S68-71

外腸骨動脈、内腸骨動脈とその枝、骨盤内の神経叢について学ぶ。また、尿道、直腸、肛門、さらに、男性では前立腺、女性で

は卵巣、卵管、子宮、腟について学ぶ。また、股関節の周りの筋、股関節、仙骨と腸骨の関節について学ぶ。

23. 頚の深層・顔の浅層　S72、73

頚部の血管、脳神経の復習後、頭部の切り離しを行い、頭部の体表の観察後、顔の皮切りを行い、表情筋、耳下腺と顔面神経、

舌骨上筋群などについて学ぶ。

24. 咽頭・甲状腺と気管・喉頭　S74-76

咽頭の後壁と脳神経の観察後、咽頭を切り開き、内部構造について学ぶ。また、喉頭の切り出し、甲状腺、気管、喉頭腔を観察

し、甲状軟骨を一部分取り去って、喉頭の内部構造について学ぶ。

25. 頭蓋の内面・頭の切半と口腔・鼻腔と咽頭鼻部　S77-80

脳硬膜と脳神経を観察後、脳硬膜を剥ぎ、下垂体を取り出す。また、頭の切半を行い、口腔、鼻中隔、鼻腔の側壁、副鼻腔、咽

頭について学ぶ。

26. 咀嚼筋と下顎管・顎関節と側頭下窩・舌と口蓋・眼球を前から見る　S81-85

咬筋、側頭筋について学ぶ。また、下顎管、顎関節、側頭下窩について学ぶ。さらに、歯、口蓋、翼口蓋神経節、眼瞼と結膜、

涙嚢、瞼板、涙腺について学ぶ。

27. 眼窩の内容・眼球など・舌下神経管と頚静脈孔・外耳と内耳・内耳・翼突管と頚動脈管と耳神経節　S86-91

眼窩の上壁を開き、眼窩の内容、毛様体神経節、血管、神経について学ぶ。また、眼球を取り出し、眼球の外景、内景について

学ぶ。さらに、外耳、中耳、内耳の構造について学ぶ。また、翼突管神経と大錐体神経、耳神経節などについて学ぶ。

予習内容：各項目に該当する内容について教科書や参考書などにより調べておく。

予習時間：60分

復習内容：講義内容について教科書や参考試料も参照して理解に努める。

復習時間：60分
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系統解剖講義

１．末梢神経　　末梢神経の構成を学ぶ。

２．リンパ系　　リンパ組織の構成を学ぶ。

人体解剖講義・実習

15. 胃・肝臓・十二指腸・膵臓・脾臓、腎臓と副腎　Ｓ47-50

胃、肝臓、十二指腸、膵臓、脾臓を取り出し、外景、内景、筋層について学ぶ。また、腎臓と副腎を自然位で観察し、腎臓と副

腎に分布する血管と神経、さらに、腎臓と副腎を取り出し、腎臓の内部構造について学ぶ。

16. 後胸壁と後腹壁、横隔膜と腰神経叢　Ｓ51、52

胸大動脈と腹大動脈、下大静脈と奇静脈系の概観、胸管の全経過を観察する。また、横隔膜の起始と停止、横隔膜を貫くもの、

横隔膜に分布する血管と神経、後腹壁内面の筋、腰神経叢について学ぶ。さらに、下半身の切り離しを行う。

17. 下肢の皮静脈と皮神経・大腿筋膜と大腿筋　Ｓ53、54

下肢の体表の観察し、大腿前面、殿部と大腿後面・下腿後面、下腿前面と足背の皮切りを行い、大腿筋膜、大殿筋などについて

学ぶ。

18. 大腿前面の深層・殿部の深層　S55、56

大腿管、大腿三角とその周辺、大腿四頭筋と内転筋管、梨状筋とその周辺、大腿骨を外旋する筋群について学ぶ。

19. 大腿後面の深層・膝窩と下腿後面・下腿の前面と足背　Ｓ57-59

大腿後面の屈筋群、坐骨神経の経路、大内転筋について学ぶ。また、膝窩動脈の枝について学ぶ。さらに、下腿の屈筋群、伸筋

群、腓骨筋群、足背の筋と血管・神経について学ぶ。

20. 足底・下肢の最深層・膝の関節・足の関節　S60-63

足底の皮切りを行い、足底腱膜、足底の筋群と血管・神経について学ぶ。また、膝関節腔を開き、膝関節腔の内景、足首の関

節、脛骨と腓骨の下端部の連結、足根骨の間の関節、指の関節について学ぶ。

21. 膀胱とその周辺・男性の外陰部と精巣・女性の外陰部・男性の会陰・女性の会陰・骨盤の切半　S64-67

尿管と膀胱、骨盤壁の血管と神経について学ぶ。また、男性では陰嚢と精索、精巣と精巣上体、陰茎、女性では大陰唇と小陰

唇、腟の前庭、前庭球と陰核について学ぶ。さらに、尿生殖隔膜、骨盤隔膜について学ぶ。また、骨盤の切半を行う。

22. 男性の骨盤内臓の位置・女性の骨盤内臓の位置・骨盤の血管と神経・男性の骨盤内臓・女性の骨盤内臓・骨盤壁の筋と股関

節　S68-71

外腸骨動脈、内腸骨動脈とその枝、骨盤内の神経叢について学ぶ。また、尿道、直腸、肛門、さらに、男性では前立腺、女性で

は卵巣、卵管、子宮、腟について学ぶ。また、股関節の周りの筋、股関節、仙骨と腸骨の関節について学ぶ。

23. 頚の深層・顔の浅層　S72、73

頚部の血管、脳神経の復習後、頭部の切り離しを行い、頭部の体表の観察後、顔の皮切りを行い、表情筋、耳下腺と顔面神経、

舌骨上筋群などについて学ぶ。

24. 咽頭・甲状腺と気管・喉頭　S74-76

咽頭の後壁と脳神経の観察後、咽頭を切り開き、内部構造について学ぶ。また、喉頭の切り出し、甲状腺、気管、喉頭腔を観察

し、甲状軟骨を一部分取り去って、喉頭の内部構造について学ぶ。

25. 頭蓋の内面・頭の切半と口腔・鼻腔と咽頭鼻部　S77-80

脳硬膜と脳神経を観察後、脳硬膜を剥ぎ、下垂体を取り出す。また、頭の切半を行い、口腔、鼻中隔、鼻腔の側壁、副鼻腔、咽

頭について学ぶ。

26. 咀嚼筋と下顎管・顎関節と側頭下窩・舌と口蓋・眼球を前から見る　S81-85

咬筋、側頭筋について学ぶ。また、下顎管、顎関節、側頭下窩について学ぶ。さらに、歯、口蓋、翼口蓋神経節、眼瞼と結膜、

涙嚢、瞼板、涙腺について学ぶ。

27. 眼窩の内容・眼球など・舌下神経管と頚静脈孔・外耳と内耳・内耳・翼突管と頚動脈管と耳神経節　S86-91

眼窩の上壁を開き、眼窩の内容、毛様体神経節、血管、神経について学ぶ。また、眼球を取り出し、眼球の外景、内景について

学ぶ。さらに、外耳、中耳、内耳の構造について学ぶ。また、翼突管神経と大錐体神経、耳神経節などについて学ぶ。

予習内容：各項目に該当する内容について教科書や参考書などにより調べておく。

予習時間：60分

復習内容：講義内容について教科書や参考試料も参照して理解に努める。

復習時間：60分

■ホームページ

近畿大学医学部解剖学教室　http://www.med.kindai.ac.jp/anato2/
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シラバス№： 1811900080

人体構造Ⅳ科目名　：

英文名　：

重吉　康史・長野　護・松尾　拓哉・鯉沼　聡・筋野 貢・中嶋　正人・

吉川　朋子・南　陽一・佐藤　隆夫・宮田　信吾・田中　雅樹・小西　啓悦

担当者　：

医学科開講学科：

後期35時間 開講期： 必修科目必修選択の別：開講年次：単　位　： 1年次

科目区分： 専門科目

備　考　：

■授業概要・方法等

ヒトの“からだ”の成り立ちを理解するためには人体の構造と機能について学ばなければならない。まず基礎的な構造を理解し、

それぞれの体の各部分部分が総合的に人体を作り上げていることを理解する。構造を理解すれば、その機能についての知識が生

きたものとなる。実物標本や御献体の解剖を行うことにより、まず医学の第一歩を踏み出し、正しい知識と理解を身につけるこ

とを目標としている。特に当教室では臨床医学講座、病理学講座よりの講師による解剖学講義をユニット内で取り入れている。

それによって、スムーズにその後の学習に進むことができる。また、組織学講義は生理学の知識と結びつけることを重視し、講

義内で、組織学と同時に生理学の基礎について触れる。これらの複合化した講義、実習によって、構造、形態が生理、病態生理

と密接に関連していることを理解し、基礎医学から臨床医学にいたる総体としての医学知識を身につける。

■学習・教育目標及び到達目標

関連ディプロマポリシー( 3つ以下)

①よい医師を育てたいとの貴重なご遺志を感じながらご遺体の解剖に取り組むこと。

②医師として必要な基本的な解剖学の知識を身につける。

③解剖学の知識を応用して生理学、病理学、臨床医学における問題に取り組むことができる。

関連教育アウトカム( 3つ以下)

①倫理とプロフエツショナリズム

②医学的知識

③協調精神、チームワークの涵養

キーワード(5 つ以下)

倫理、人体構造、組織構築、発生、運動器

発生学

1. 各器官（心臓、呼吸器、消化器、脈管系、尿生殖器、感覚器系（特に眼球と聴覚器）、顔面）の発生過程を絵を描いて説明で

きる。

組織学

2. 各器官（呼吸器、消化器、心脈管系、泌尿器、生殖器、内分泌器、感覚器（眼球と聴覚器）の組織学的特徴を述べることがで

きる。

3. 上記各器官の機能について形態的特徴と関連づけて述べることができる。組織的構築が機能と大きなつながりがあることを実

感してほしい。

4. 組織像をみて、各器官の特徴が理解できる。

■成績評価方法および基準

定期試験 70%

レポート 30%

■試験・課題に対するフィードバック方法

試験終了後、試験問題を掲示する。

■教科書

[ISBN]9784525103118 『解剖実習の手びき』 (寺田 春水, 南山堂 : 2004)

[ISBN]9784890133055 『カラー人体解剖学―構造と機能:ミクロからマクロまで』 (F.H. マティーニ, 西村書店 : 2003)

[ISBN]9784788807075 『医療を学ぶ学生のための解剖の手引き―モチベーションを上げる解剖実習 骨学実習・組織学総論実

習・解剖学標本見学実習』 (松尾 拓哉, 時潮社 : 2016)

[ISBN]9784263731345 『ムーア人体発生学原著第8版』 (キース・L．ムア, 医歯薬出版 : 2011)

[ISBN]9784895925730 『リープマン神経解剖学 第3版』 (依藤 宏, メディカルサイエンスインターナショナル : 2008)

[ISBN]9784621088968 『ジュンケイラ組織学 第4版 (Lange Textbookシリーズ)』 (Anthony L. Mescher, 丸善出版 :

2015)

[ISBN]9784263458051 『新編カラーアトラス組織・細胞学』 (岩永 敏彦, 医歯薬出版 : 2017)

[ISBN]9784061534391 『好きになる解剖学 (KS好きになるシリーズ)』 (竹内 修二, 講談社 : 2003)

[ISBN]9784480059635 『からだを読む (ちくま新書)』 (養老 孟司, 筑摩書房 : 2002)
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[ISBN]9784525103118 『解剖実習の手びき』 (寺田 春水, 南山堂 : 2004)

[ISBN]9784890133055 『カラー人体解剖学―構造と機能:ミクロからマクロまで』 (F.H. マティーニ, 西村書店 : 2003)

[ISBN]9784788807075 『医療を学ぶ学生のための解剖の手引き―モチベーションを上げる解剖実習 骨学実習・組織学総論実

習・解剖学標本見学実習』 (松尾 拓哉, 時潮社 : 2016)

[ISBN]9784263731345 『ムーア人体発生学原著第8版』 (キース・L．ムア, 医歯薬出版 : 2011)

[ISBN]9784895925730 『リープマン神経解剖学 第3版』 (依藤 宏, メディカルサイエンスインターナショナル : 2008)

[ISBN]9784621088968 『ジュンケイラ組織学 第4版 (Lange Textbookシリーズ)』 (Anthony L. Mescher, 丸善出版 :

2015)

[ISBN]9784263458051 『新編カラーアトラス組織・細胞学』 (岩永 敏彦, 医歯薬出版 : 2017)

[ISBN]9784061534391 『好きになる解剖学 (KS好きになるシリーズ)』 (竹内 修二, 講談社 : 2003)

[ISBN]9784480059635 『からだを読む (ちくま新書)』 (養老 孟司, 筑摩書房 : 2002)

■参考文献

[ISBN]9784260020862 『グラント解剖学図譜 第7版』 (坂井 建雄, 医学書院 : 2015)

[ISBN]9784524261178 『人体解剖カラーアトラス』 (ジョナサン・D.スプラット, 南江堂 : 2015)

[ISBN]9784758120258 『臨床につながる解剖学イラストレイテッド』 (松村 讓兒, 羊土社 : 2011)

[ISBN]9784902496406 『CT・MRI解体新書―正常解剖』 (リブロ・サイエンス : 2012)

[ISBN]9784895928397 『ラングマン人体発生学 第11版』 (メディカルサイエンスインターナショナル : 2016)

[ISBN]9784765315067 『カラー図解 神経解剖学講義ノート』 (寺島俊雄, 金芳堂 : 2011)

[ISBN]9784860343064 『グレイ解剖学 原著第3版』 (Richard L. Drake, エルゼビア・ジャパン : 2016)

[ISBN]9784524243679 『Ross組織学』 (Michael H. Ross, 南江堂 : 2010)

[ISBN]9784895922937 『スネル臨床解剖学』 (R.S. スネル, メディカルサイエンスインターナショナル : 2004)

■関連科目

生理学　病理学

■授業評価アンケート実施方法

実施規程に準拠して行う。

■研究室・メールアドレス

anatomy@med.kindai.ac.jp

■オフィスアワー

水曜4時から6時とします。しかし質問はいつでも受け付けます。教員がいないときもありますので、アポイントメントをとって

から来る方が能率がよろしいです。

■授業計画の内容及び時間外学修の内容・時間

組織学（講義・実習）

14. 泌尿器

腎臓

　腎臓の発生

　腎臓の基本構造

　位置と外形

　皮質と髄質

　腎葉と腎小葉

　腎臓の血管系

　ネフロンの構造と機能

集合管系の構造と機能

   尿路（腎杯、腎盤、尿管、膀胱、尿道）の構造と機能

２．リンパ組織

３．内分泌組織・ホルモンを作って分泌するために

　　   下垂体の構造と機能

　　　腺性下垂体

　　　神経性下垂体

　　　血管系とその生理学的意義

　　　松果体の構造と機能

         甲状腺の構造と機能

         上皮小体の構造と機能

         副腎の構造と機能

　　　皮質の層構造と機能

　　　髄質の構造と機能

　　　副腎の血管系

         ホルモンを分泌するその他の組織や器官

4.神経組織の特徴は情報伝達への特化

神経組織の構成要素

神経細胞の基本的構造と機能

神経支持細胞（神経膠細胞とシュワン細胞）の構造と機能

有髄神経線維と無髄神経線維

中枢神経組織（大脳、小脳、脊髄）の組織構築

末梢神経組織の組織構築

5.呼吸器組織

呼吸器特に気管支から肺胞への組織の変化：実習　呼吸に特化した器官である呼吸器、　上皮の様態がどんどん変わっていきま

す。

気道を構成する各部位の構造

鼻

鼻翼（外皮・鼻前庭）

咽頭（鼻部・口部・喉頭部）

喉頭（喉頭蓋・喉頭前庭・室ヒダ・前庭裂・喉頭室・声帯・声門裂・声門下腔）

気管および気管支の構造

肺（葉気管支・区域気管支・気管支枝・細気管支・終末細気管支・呼吸細気管支・肺胞管・肺胞嚢・肺胞）

肺胞壁の構造とガス交換

胎児の肺

6. 消化管

７．肝胆膵

８．循環器

９．生殖器、男性

１０，感覚器

１１，生殖器、女性

11.心臓・血管組織

（1）心臓

心臓の概観

心膜

心臓壁の構造（心内膜、心筋層、心外膜）

心筋の特徴

心臓の弁

刺激伝導系

（2）血管

血管の分類

動脈

静脈

毛細血管

血管の基本的層構造（内膜、中膜、外膜）

動脈の構造

弾性型動脈

筋型（分配型）動脈

細動脈

静脈の構造

毛細血管の構造

連続型毛細血管

有窓型毛細血管

洞様毛細血管（類洞）

毛細血管網の構築と血流の調節

（3）リンパ管

　　　　リンパ管の構造

13.生殖器・子孫を残すために

女性生殖器

（１）卵巣の構造と機能

　　　　卵巣の構造

　　　　卵胞の発育

　　　　卵胞膜の構造と機能

　　　　排卵、黄体の形成

　　　　卵胞の閉鎖

（２）卵管の構造と機能

（３）子宮壁の構造

　　　　子宮内膜の周期的変化

　　　　子宮周期と卵巣周期

15. 生殖器・子孫を残すために

男性生殖器

（１）精巣の構造と機能

　　　　精細管の構造

　　　　精子発生と精子形成

　　　　間質の構造と機能

（２）精巣の導管と付属腺

　　　　導管各部位の構造と機能

　　　　付属腺（精嚢、前立腺、　尿道球腺）の構造と機能

（３）外生殖器

　　　　陰茎の構造と機能

17. 感覚器

　　　#眼球は見るために特化した器官

　　　眼球の全体像

　　　眼球および付属器の微細構造

　　　#内耳は聴くために

　　　外耳と内耳

　　　鼓膜、耳管、耳小骨

　　　内耳、骨迷路

　　　翼突管

　　　耳神経節

発生学各論

１．筋骨格系

２．心臓の発生

３．消化器発生

４．脈管系の発生

　　動脈、静脈の発生

　　胎児と新生児の血液循環

　　大動脈弓からの構造物

　　リンパ系の発生

５.吸器系の発生

　　肺芽の発生

　　喉頭

　　気管・気管支・肺

　　肺の成熟

6.咽頭弓と顔面の形成

　　咽頭器官とは

　　咽頭弓、咽頭嚢、咽頭溝、咽頭膜

　　顔面の発生

　　甲状腺の発生

7. 尿生殖器系の発生

　　前腎・中腎・後腎の発生

　　尿管芽と造後腎組織

　　生殖器（男性・女性）の発生

8. 感覚器系の発生

　　目の発生

　　耳の発生

予習内容：各項目に該当する内容について教科書や参考書などにより調べておく。

予習時間：60分

復習内容：講義内容について教科書や参考試料も参照して理解に努める。

復習時間：60分
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組織学（講義・実習）

14. 泌尿器

腎臓

　腎臓の発生

　腎臓の基本構造

　位置と外形

　皮質と髄質

　腎葉と腎小葉

　腎臓の血管系

　ネフロンの構造と機能

集合管系の構造と機能

   尿路（腎杯、腎盤、尿管、膀胱、尿道）の構造と機能

２．リンパ組織

３．内分泌組織・ホルモンを作って分泌するために

　　   下垂体の構造と機能

　　　腺性下垂体

　　　神経性下垂体

　　　血管系とその生理学的意義

　　　松果体の構造と機能

         甲状腺の構造と機能

         上皮小体の構造と機能

         副腎の構造と機能

　　　皮質の層構造と機能

　　　髄質の構造と機能

　　　副腎の血管系

         ホルモンを分泌するその他の組織や器官

4.神経組織の特徴は情報伝達への特化

神経組織の構成要素

神経細胞の基本的構造と機能

神経支持細胞（神経膠細胞とシュワン細胞）の構造と機能

有髄神経線維と無髄神経線維

中枢神経組織（大脳、小脳、脊髄）の組織構築

末梢神経組織の組織構築

5.呼吸器組織

呼吸器特に気管支から肺胞への組織の変化：実習　呼吸に特化した器官である呼吸器、　上皮の様態がどんどん変わっていきま

す。

気道を構成する各部位の構造

鼻

鼻翼（外皮・鼻前庭）

咽頭（鼻部・口部・喉頭部）

喉頭（喉頭蓋・喉頭前庭・室ヒダ・前庭裂・喉頭室・声帯・声門裂・声門下腔）

気管および気管支の構造

肺（葉気管支・区域気管支・気管支枝・細気管支・終末細気管支・呼吸細気管支・肺胞管・肺胞嚢・肺胞）

肺胞壁の構造とガス交換

胎児の肺

6. 消化管

７．肝胆膵

８．循環器

９．生殖器、男性

１０，感覚器

１１，生殖器、女性

11.心臓・血管組織

（1）心臓

心臓の概観

心膜

心臓壁の構造（心内膜、心筋層、心外膜）

心筋の特徴

心臓の弁

刺激伝導系

（2）血管

血管の分類

動脈

静脈

毛細血管

血管の基本的層構造（内膜、中膜、外膜）

動脈の構造

弾性型動脈

筋型（分配型）動脈

細動脈

静脈の構造

毛細血管の構造

連続型毛細血管

有窓型毛細血管

洞様毛細血管（類洞）

毛細血管網の構築と血流の調節

（3）リンパ管

　　　　リンパ管の構造

13.生殖器・子孫を残すために

女性生殖器

（１）卵巣の構造と機能

　　　　卵巣の構造

　　　　卵胞の発育

　　　　卵胞膜の構造と機能

　　　　排卵、黄体の形成

　　　　卵胞の閉鎖

（２）卵管の構造と機能

（３）子宮壁の構造

　　　　子宮内膜の周期的変化

　　　　子宮周期と卵巣周期

15. 生殖器・子孫を残すために

男性生殖器

（１）精巣の構造と機能

　　　　精細管の構造

　　　　精子発生と精子形成

　　　　間質の構造と機能

（２）精巣の導管と付属腺

　　　　導管各部位の構造と機能

　　　　付属腺（精嚢、前立腺、　尿道球腺）の構造と機能

（３）外生殖器

　　　　陰茎の構造と機能

17. 感覚器

　　　#眼球は見るために特化した器官

　　　眼球の全体像

　　　眼球および付属器の微細構造

　　　#内耳は聴くために

　　　外耳と内耳

　　　鼓膜、耳管、耳小骨

　　　内耳、骨迷路

　　　翼突管

　　　耳神経節

発生学各論

１．筋骨格系

２．心臓の発生

３．消化器発生

４．脈管系の発生

　　動脈、静脈の発生

　　胎児と新生児の血液循環

　　大動脈弓からの構造物

　　リンパ系の発生

５.吸器系の発生

　　肺芽の発生

　　喉頭

　　気管・気管支・肺

　　肺の成熟

6.咽頭弓と顔面の形成

　　咽頭器官とは

　　咽頭弓、咽頭嚢、咽頭溝、咽頭膜

　　顔面の発生

　　甲状腺の発生

7. 尿生殖器系の発生

　　前腎・中腎・後腎の発生

　　尿管芽と造後腎組織

　　生殖器（男性・女性）の発生

8. 感覚器系の発生

　　目の発生

　　耳の発生

予習内容：各項目に該当する内容について教科書や参考書などにより調べておく。

予習時間：60分

復習内容：講義内容について教科書や参考試料も参照して理解に努める。

復習時間：60分

119



組織学（講義・実習）

14. 泌尿器

腎臓

　腎臓の発生

　腎臓の基本構造

　位置と外形

　皮質と髄質

　腎葉と腎小葉

　腎臓の血管系

　ネフロンの構造と機能

集合管系の構造と機能

   尿路（腎杯、腎盤、尿管、膀胱、尿道）の構造と機能

２．リンパ組織

３．内分泌組織・ホルモンを作って分泌するために

　　   下垂体の構造と機能

　　　腺性下垂体

　　　神経性下垂体

　　　血管系とその生理学的意義

　　　松果体の構造と機能

         甲状腺の構造と機能

         上皮小体の構造と機能

         副腎の構造と機能

　　　皮質の層構造と機能

　　　髄質の構造と機能

　　　副腎の血管系

         ホルモンを分泌するその他の組織や器官

4.神経組織の特徴は情報伝達への特化

神経組織の構成要素

神経細胞の基本的構造と機能

神経支持細胞（神経膠細胞とシュワン細胞）の構造と機能

有髄神経線維と無髄神経線維

中枢神経組織（大脳、小脳、脊髄）の組織構築

末梢神経組織の組織構築

5.呼吸器組織

呼吸器特に気管支から肺胞への組織の変化：実習　呼吸に特化した器官である呼吸器、　上皮の様態がどんどん変わっていきま

す。

気道を構成する各部位の構造

鼻

鼻翼（外皮・鼻前庭）

咽頭（鼻部・口部・喉頭部）

喉頭（喉頭蓋・喉頭前庭・室ヒダ・前庭裂・喉頭室・声帯・声門裂・声門下腔）

気管および気管支の構造

肺（葉気管支・区域気管支・気管支枝・細気管支・終末細気管支・呼吸細気管支・肺胞管・肺胞嚢・肺胞）

肺胞壁の構造とガス交換

胎児の肺

6. 消化管

７．肝胆膵

８．循環器

９．生殖器、男性

１０，感覚器

１１，生殖器、女性

11.心臓・血管組織

（1）心臓

心臓の概観

心膜

心臓壁の構造（心内膜、心筋層、心外膜）

心筋の特徴

心臓の弁

刺激伝導系

（2）血管

血管の分類

動脈

静脈

毛細血管

血管の基本的層構造（内膜、中膜、外膜）

動脈の構造

弾性型動脈

筋型（分配型）動脈

細動脈

静脈の構造

毛細血管の構造

連続型毛細血管

有窓型毛細血管

洞様毛細血管（類洞）

毛細血管網の構築と血流の調節

（3）リンパ管

　　　　リンパ管の構造

13.生殖器・子孫を残すために

女性生殖器

（１）卵巣の構造と機能

　　　　卵巣の構造

　　　　卵胞の発育

　　　　卵胞膜の構造と機能

　　　　排卵、黄体の形成

　　　　卵胞の閉鎖

（２）卵管の構造と機能

（３）子宮壁の構造

　　　　子宮内膜の周期的変化

　　　　子宮周期と卵巣周期

15. 生殖器・子孫を残すために

男性生殖器

（１）精巣の構造と機能

　　　　精細管の構造

　　　　精子発生と精子形成

　　　　間質の構造と機能

（２）精巣の導管と付属腺

　　　　導管各部位の構造と機能

　　　　付属腺（精嚢、前立腺、　尿道球腺）の構造と機能

（３）外生殖器

　　　　陰茎の構造と機能

17. 感覚器

　　　#眼球は見るために特化した器官

　　　眼球の全体像

　　　眼球および付属器の微細構造

　　　#内耳は聴くために

　　　外耳と内耳

　　　鼓膜、耳管、耳小骨

　　　内耳、骨迷路

　　　翼突管

　　　耳神経節

発生学各論

１．筋骨格系

２．心臓の発生

３．消化器発生

４．脈管系の発生

　　動脈、静脈の発生

　　胎児と新生児の血液循環

　　大動脈弓からの構造物

　　リンパ系の発生

５.吸器系の発生

　　肺芽の発生

　　喉頭

　　気管・気管支・肺

　　肺の成熟

6.咽頭弓と顔面の形成

　　咽頭器官とは

　　咽頭弓、咽頭嚢、咽頭溝、咽頭膜

　　顔面の発生

　　甲状腺の発生

7. 尿生殖器系の発生

　　前腎・中腎・後腎の発生

　　尿管芽と造後腎組織

　　生殖器（男性・女性）の発生

8. 感覚器系の発生

　　目の発生

　　耳の発生

予習内容：各項目に該当する内容について教科書や参考書などにより調べておく。

予習時間：60分

復習内容：講義内容について教科書や参考試料も参照して理解に努める。

復習時間：60分
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組織学（講義・実習）

14. 泌尿器

腎臓

　腎臓の発生

　腎臓の基本構造

　位置と外形

　皮質と髄質

　腎葉と腎小葉

　腎臓の血管系

　ネフロンの構造と機能

集合管系の構造と機能

   尿路（腎杯、腎盤、尿管、膀胱、尿道）の構造と機能

２．リンパ組織

３．内分泌組織・ホルモンを作って分泌するために

　　   下垂体の構造と機能

　　　腺性下垂体

　　　神経性下垂体

　　　血管系とその生理学的意義

　　　松果体の構造と機能

         甲状腺の構造と機能

         上皮小体の構造と機能

         副腎の構造と機能

　　　皮質の層構造と機能

　　　髄質の構造と機能

　　　副腎の血管系

         ホルモンを分泌するその他の組織や器官

4.神経組織の特徴は情報伝達への特化

神経組織の構成要素

神経細胞の基本的構造と機能

神経支持細胞（神経膠細胞とシュワン細胞）の構造と機能

有髄神経線維と無髄神経線維

中枢神経組織（大脳、小脳、脊髄）の組織構築

末梢神経組織の組織構築

5.呼吸器組織

呼吸器特に気管支から肺胞への組織の変化：実習　呼吸に特化した器官である呼吸器、　上皮の様態がどんどん変わっていきま

す。

気道を構成する各部位の構造

鼻

鼻翼（外皮・鼻前庭）

咽頭（鼻部・口部・喉頭部）

喉頭（喉頭蓋・喉頭前庭・室ヒダ・前庭裂・喉頭室・声帯・声門裂・声門下腔）

気管および気管支の構造

肺（葉気管支・区域気管支・気管支枝・細気管支・終末細気管支・呼吸細気管支・肺胞管・肺胞嚢・肺胞）

肺胞壁の構造とガス交換

胎児の肺

6. 消化管

７．肝胆膵

８．循環器

９．生殖器、男性

１０，感覚器

１１，生殖器、女性

11.心臓・血管組織

（1）心臓

心臓の概観

心膜

心臓壁の構造（心内膜、心筋層、心外膜）

心筋の特徴

心臓の弁

刺激伝導系

（2）血管

血管の分類

動脈

静脈

毛細血管

血管の基本的層構造（内膜、中膜、外膜）

動脈の構造

弾性型動脈

筋型（分配型）動脈

細動脈

静脈の構造

毛細血管の構造

連続型毛細血管

有窓型毛細血管

洞様毛細血管（類洞）

毛細血管網の構築と血流の調節

（3）リンパ管

　　　　リンパ管の構造

13.生殖器・子孫を残すために

女性生殖器

（１）卵巣の構造と機能

　　　　卵巣の構造

　　　　卵胞の発育

　　　　卵胞膜の構造と機能

　　　　排卵、黄体の形成

　　　　卵胞の閉鎖

（２）卵管の構造と機能

（３）子宮壁の構造

　　　　子宮内膜の周期的変化

　　　　子宮周期と卵巣周期

15. 生殖器・子孫を残すために

男性生殖器

（１）精巣の構造と機能

　　　　精細管の構造

　　　　精子発生と精子形成

　　　　間質の構造と機能

（２）精巣の導管と付属腺

　　　　導管各部位の構造と機能

　　　　付属腺（精嚢、前立腺、　尿道球腺）の構造と機能

（３）外生殖器

　　　　陰茎の構造と機能

17. 感覚器

　　　#眼球は見るために特化した器官

　　　眼球の全体像

　　　眼球および付属器の微細構造

　　　#内耳は聴くために

　　　外耳と内耳

　　　鼓膜、耳管、耳小骨

　　　内耳、骨迷路

　　　翼突管

　　　耳神経節

発生学各論

１．筋骨格系

２．心臓の発生

３．消化器発生

４．脈管系の発生

　　動脈、静脈の発生

　　胎児と新生児の血液循環

　　大動脈弓からの構造物

　　リンパ系の発生

５.吸器系の発生

　　肺芽の発生

　　喉頭

　　気管・気管支・肺

　　肺の成熟

6.咽頭弓と顔面の形成

　　咽頭器官とは

　　咽頭弓、咽頭嚢、咽頭溝、咽頭膜

　　顔面の発生

　　甲状腺の発生

7. 尿生殖器系の発生

　　前腎・中腎・後腎の発生

　　尿管芽と造後腎組織

　　生殖器（男性・女性）の発生

8. 感覚器系の発生

　　目の発生

　　耳の発生

予習内容：各項目に該当する内容について教科書や参考書などにより調べておく。

予習時間：60分

復習内容：講義内容について教科書や参考試料も参照して理解に努める。

復習時間：60分

■ホームページ

近畿大学医学部解剖学教室　http://www.med.kindai.ac.jp/anato2/
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シラバス№： 1811900005

数理科学科目名　：

英文名　：

森内　博正担当者　：

医学科開講学科：

前期2単位 開講期： 必修科目必修選択の別：開講年次：単　位　： 1年次

科目区分： 共通教養科目

備　考　：

■授業概要・方法等

授業は講義と実習で構成されます。各講義においては双方向授業となるよう努め、学生には毎回小テストまたはレポート問題を

課すことで講義内容の理解度を確かめます。各実習においては、実習内容を十分に把握し、得られたデータの処理・解釈・考察

の仕方について学べるように、各グループの進捗状況に合わせ、教官が指導します。各学生がグループ内での役割を担い、全員

が実習に参加し、実験結果を得る過程を共有します。

学生からの質問には授業時間内・終了後、オフィスアワーを利用して対処し、学生が自由に質問できる機会を作ります。最終評

価は学習態度なども加味して総合的に行ないます。

■学習・教育目標及び到達目標

関連ディプロマポリシー

・積極的に課題に取り組み、自ら問題点を見いだし解決する姿勢を身につけること。

・チーム医療に必要な協調精神とコミュニケーション能力を身に着けること。

関連教育アウトカム

・自律的継続的学習能力

・課題解決能力と医学研究への連結

・コミュニケーション能力

キーワード

統計学、空間認識能力

実験あるいは調査によって得られたデータの統計的考察は，医学に限らずあらゆる分野において要求されていす。本講義の前半

では医学を含む科学全般への応用を念頭として，統計学の基礎力を養います。

また，医療現場においては画像診断や外科手術などの際に空間認識能力を必要とされます。

本講義の後半では位相幾何学の一分野である「結び目理論」に触れることで，空間認識能力も養います。

■成績評価方法および基準

毎回の小テストまたはレポート(授業の理解度、思考力、推論する力を評価する） 50%

授業時の発言、参加度（学習の共同体としてのクラスにおける貢献を質問、発言、学習に取り組む姿勢で評価する） 50%

■試験・課題に対するフィードバック方法

翌回の授業時間に模範解答を解説します。また，希望者には答案の写しを返却します。

■教科書

適宜教材を配布します。

■参考文献

[ISBN]9784130420655 『統計学入門 (基礎統計学)』 (東京大学出版会 : 1991)

[ISBN]9784320016972 『レクチャー結び目理論 (共立叢書―現代数学の潮流)』 (河内 明夫, 共立出版 : 2007)

■関連科目

医統計学 医物理学 生命科学 医用化学

■授業評価アンケート実施方法

実施規程に準拠して行ないます。

■研究室・メールアドレス

進学棟2階・moriuchi@med.kindai.ac.jp

■オフィスアワー

火・水・木　16:30～17:00
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■授業計画の内容及び時間外学修の内容・時間

第1回  確率の基礎と計算

予習内容：高等学校卒業程度の数学（確率分野）を確認すること

予習時間：60分

復習内容：授業配布の演習問題を解き，確率の基礎事項について整理すること

復習時間：60分

確率に関するイントロダクションと、簡単な計算問題を行ないます。（講義）

第2回  ２変数関数の極限と偏導関数

予習内容：高等学校卒業程度の数学（導関数）を確認すること

予習時間：60分

復習内容：授業配布の演習問題を解き，２変数関数の基礎事項について整理すること

復習時間：60分

２変数関数の極限について解説し、簡単な計算問題を行ないます。（講義）

第3回  広義積分と重積分

予習内容：高等学校卒業程度の数学（区分求積法）を確認すること

予習時間：60分

復習内容：授業配布の演習問題を解き，ガンマ関数の基礎事項について整理すること

復習時間：60分

１変数関数の広義積分および２変数関数の重積分について解説し、簡単な計算問題を行ないます。（講義）

第4回  確率変数と確率分布

予習内容：第１回のノートを読み返し，確率の基礎事項について確認すること

予習時間：60分

復習内容：授業配布の演習問題を解き，確率分布について整理すること

復習時間：30分

統計的推定の基礎となる、確率変数、確率分布、独立事象と排反事象について解説する。（講義）

第5回  離散分布と連続分布

予習内容：第４回のノートを読み返し，確率分布について確認すること

予習時間：60分

復習内容：授業配布の演習問題を解き，二項分布および正規分布について整理すること

復習時間：60分

離散型の代表例である二項分布、連続型の代表例である正規分布について解説する。（講義）

第6回  大数の法則と中心極限定理

予習内容：第５回のノートを読み返し，二項分布と正規分布について確認すること

予習時間：60分

復習内容：授業配布の演習問題を解き，大数の法則と中心極限定理について整理すること

復習時間：60分

大数の法則と中心極限定理について概説する。（講義）

第7回  標本分布

予習内容：第６回のノートを読み返し，大数の法則と中心極限定理について確認すること

予習時間：60分

復習内容：授業配布の演習問題を解き，標本分布について整理すること

復習時間：60分

標本分布について解説を行ない、計算例で理解する。（講義）

第8回  推定と検定

予習内容：第７回のノートを読み返し，標本分布について確認すること

予習時間：60分

復習内容：授業配布の演習問題を解き，カイ二乗分布とt分布について整理すること

復習時間：60分

カイ二乗分布、t分布について解説する。（講義）

第9回  点推定

予習内容：第８回のノートを読み返し，カイ二乗分布とt分布について確認すること

予習時間：60分

復習内容：授業配布の演習問題を解き，点推定について整理すること

復習時間：60分

点推定について解説を行ない、計算例で理解する。（講義）
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予習内容：第８回のノートを読み返し，カイ二乗分布とt分布について確認すること

予習時間：60分

復習内容：授業配布の演習問題を解き，点推定について整理すること

復習時間：60分

点推定について解説を行ない、計算例で理解する。（講義）

第10回  区間推定

予習内容：第９回のノートを読み返し，点推定について確認すること

予習時間：60分

復習内容：授業配布の演習問題を解き，区間推定について整理すること

復習時間：60分

区間推定について解説を行ない、計算例で理解する。（講義）

第11回  結び目理論の基礎

予習内容：結び目とは何か，書籍やwebで情報を収集しておくこと

予習時間：60分

復習内容：授業配布の演習問題を解き，結び目の基礎事項について整理すること

復習時間：60分

結び目理論のイントロダクションを行なう。（講義）

第12回  結び目図式と同位変形

予習内容：第１１回のノートを読み返し，結び目の基礎事項について確認すること

予習時間：60分

復習内容：授業配布の演習問題を解き，結び目図式と同位変形について整理すること

復習時間：60分

結び目図式と同位変形について解説する。（講義）

第13回  結び目不変量

予習内容：第１２回のノートを読み返し，結び目図式と同位変形について確認すること

予習時間：60分

復習内容：授業配布の演習問題を解き，結び目の不変量について整理すること

復習時間：60分

結び目の不変量について解説する。（講義）

第14回  結び目不変量の計算

予習内容：第１３回のノートを読み返し，結び目の不変量について確認すること

予習時間：60分

復習内容：授業配布の演習問題を解き，ブラケット多項式について整理すること

復習時間：60分

ブラケット多項式の計算を行ない、理解を深める。（実習）

第15回  結び目理論とその応用

予習内容：第１４回のノートを読み返し，ブラケット多項式について確認すること

予習時間：60分

復習内容：実習レポートに不備がないか点検すること

復習時間：30分

結び目理論の応用として、タブレットを用いた実習を行なう。（実習）

■ホームページ

近畿大学医学部基礎医学部門研究室　http://www.med.kindai.ac.jp/kiso/
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シラバス№： 1811900002

生死論科目名　：

英文名　：

寺澤　真琴担当者　：

医学科開講学科：

前期2単位 開講期： 必修科目必修選択の別：開講年次：単　位　： 1年次

科目区分： 共通教養科目

備　考　：

■授業概要・方法等

医療という行為は、主に科学的な知見で生死に関与しますが、私たちが主観的な世界を生きている以上、客観的な生命理解だけ

で生きることはできません。この授業では、科学で扱いきれない生命の問題について考えてみたいと思います。今年は大きな

テーマとして幸福論を取り上げます。授業ではなるべくグループ討論の時間を設ける予定です。

■学習・教育目標及び到達目標

幸福を感じることはきわめて主観的なことがらですが、ある程度の条件や環境の上で成り立っています。医療と幸福という視点

で考えると、医療行為はそれを受ける人に何らかの幸福を期待させるものでもあります。授業では、これまで幸福がどのように

論じられてきたかを押さえた上で、医療が幸福にどのように寄与してきたか、具体的な例を通して見ていきます。小グループで

の討論や発表の機会を多く取って、さまざまな観点から考える習慣を作ってほしいと思っています。

■成績評価方法および基準

授業での小レポート 50%

レポート（夏期休暇中に作成） 50%

■試験・課題に対するフィードバック方法

討論の結果や小レポートの内容で理解の深まりを判断し、次回の講義で発展・補足していきます。

■教科書

指定しない

■参考文献

[ISBN]4000066102 『幸福と医学』 (加茂直樹ほか, 岩波書店 : 2004)

少し古いですが、代表としてこの本を挙げておきます。講義の中でも紹介します。

■関連科目

なし

■授業評価アンケート実施方法

医学部実施規程に準拠して行います

■研究室・メールアドレス

進学棟２階　講師控室・makoto-terasawa@med.kindai.ac.jp

■オフィスアワー

授業の前後

■授業計画の内容及び時間外学修の内容・時間

第1回  導入　幸福とは何か

私たちは誰もが幸福になりたいと思っている。では、その幸福とはどのようなものを想定しているのだろう。

第2回  幸福論について（1）

古典の中には『幸福論』というタイトルの名著がいくつもある。これらではどのようなことが論じられているのか、簡単に見て

みよう。

第3回  幸福論について（2）

幸福論の概論2回目。あまり長くやると講義の目的から外れそうなので、2回でまとめます。

第4回  ブータンの幸福

国を挙げて国民総幸福という方向を目指しているブータン王国。学ぶべきところは何か。批判すべき点はどこか。
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第5回  医療と幸福

医療は人間の幸福にどのように関与するのかを考える

第6回  クオリティオブライフ　1

生命の質（クオリティオブライフ）の起源、考え方

第7回  クオリティオブライフ　2

QOLを良くするとはどういうことか？

第8回  優生学　1

人類を幸福にするはずの思想が、人類を不幸に導いた過去について学ぶ

第9回  優生学　2

リベラル優生学と呼ばれる新しい動きについて

第10回  優生学　3

優生学的問題を検討する

第11回  パラリンピックについて　1

パラリンピックの歴史と現在

第12回  パラリンピックについて　2

パラリンピックはどこに感動するのだろう

第13回  ホスピスについて　1

ホスピスの歴史や考え方

第14回  依存症について

依存症とどう付き合うか

第15回  まとめ

■ホームページ
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シラバス№： 1811900007

生命科学科目名　：

英文名　：

後藤　敏一・西尾　和人・角田　郁生・松田　学・藤田　至彦・坂井　和子担当者　：

医学科開講学科：

前期60時間 開講期： 必修科目必修選択の別：開講年次：単　位　： 1年次

科目区分： 基礎科目

備　考　：

■授業概要・方法等

　医学・医療を学ぶ上で生命現象の理解は必須であり、分子レベルから個体レベルまで幅広い知識が要求される。近年の科学・

技術の進歩は、従来の生物学に加えて分子生物学、細胞生物学、遺伝子工学等の新しい学問領域を生み出した。《生命科学》は

これら全ての科学を包括したものである。本科目では講義を通じての勉学だけでなく、講義内容に関連した実験観察を介して総

合的に生物についての理解を深める。科目《細胞・形態学》との連携カリキュラムにより、基礎・基本事項の学修に努め、医学

を学ぶ上での基盤となる知識・考え方を修得する。

　前期15週間にわたる講義・実習を通じて、医師や医学研究に必要な生物学の基礎・基本事項を学修する。まず、「核酸と生

命」のテーマのもと、タンパク質の構造と生体での機能、遺伝子の物質的基礎、遺伝子とタンパク質の関わり、遺伝子発現、

DNAの複製、プログラム細胞死について学ぶ。次に、遺伝子の伝達について「体細胞分裂と減数分裂」のテーマのもと、実習で

の観察と共に理解を深める。「染色体の構築と核型」では染色体の分子的構築と核型、核型分析（実習）を学ぶ。つづく「細胞

膜の構造と機能」のテーマでは、細胞膜の構造モデル、膜輸送、電気シグナル、興奮の伝導と伝達について学ぶ。「細胞のエネ

ルギー代謝」では、酵素の働き、ATPの生体での役割、生物の仕事とエネルギー、呼吸、光合成、窒素固定を学ぶ。「メンデル

遺伝の基礎／染色体異常と疾患」のテーマのもと、遺伝学の基礎、染色体異常と疾患の関わりを学ぶ。「微生物の構造・遺伝と

感染症」では、微生物の種類、構造と分類、増殖、微生物による感染症などを学ぶ。「遺伝子操作とバイオテクノロジー」で

は、遺伝子操作の具体的な方法と医療への応用を学ぶ。「生物の進化と系統」では、ゲノムの進化、人類の起源・進化を学ぶ。

　講義は、学生自らの主体的な学習への取り組みを重視して行われる。講義を通じての疑問点・問題点の抽出と学生同士の議論

を経て、知識・考え方の定着に努め、「学ぶ力」の育成に努める。講義担当者は、高校「生物」未修者を考慮した講義運営に努

めるが、学生自身も参考書などを活用し、自学自習に励んで欲しい。

■学習・教育目標及び到達目標

関連ディプロマポリシー

①医師になるために必要な医学の知識と技能を修得し、さらに日々向上に努めること。

②積極的に課題に取り組み、さらに自ら問題点を見いだし解決する姿勢を身につけること。

関連教育アウトカム

①医学的知識

②自律的継続的学習能力

③問題解決能力と医学研究への連結

一般目標（GIOs）

1）タンパク質の合成に必要な情報とその保存、遺伝子発現、細胞周期、DNAの複製、細胞死について学ぶ。

2）体細胞分裂と減数分裂について学ぶ。M期の細胞の観察により、染色体の高次構造の変化と娘細胞への分配について学ぶ。

3）染色体の構築とその維持、染色体の分類、ヒトの染色体構成を理解する。実習により、染色体を分類し核型標本を作る。

4）細胞膜の構造と機能について、流動モザイクモデルに基づく動的なあり方を理解する。細胞膜を通しての無機イオンや水溶性

の有機分子の輸送について学ぶ。静止膜電位の発生、興奮の伝導・伝達のメカニズムを学ぶ。

5）自然界におけるエネルギーの流れを理解する。酵素の構造、触媒作用、酵素反応の特徴、生きものの仕事の種類、ATPの分子

構造、合成のメカニズムを学ぶ。葉緑体による光エネルギーの捕捉と化学エネルギーへの変換、大気中の窒素ガスがNH3に還元

されるプロセスを学ぶ。

6）メンデル遺伝の法則を理解し、家系図の書き方を習得する。

7）染色体の構造とその調節について理解し、その異常により引き起こされる不具合について理解する。

8）微生物（細菌、真菌、寄生虫、ウイルスを含む）の構造と分類を学ぶ。さらに、微生物の増殖・遺伝、微生物によって引き起

こされる感染症とそれに対する治療・予防の基礎を学ぶ。

9）核酸、タンパク質の操作について学ぶ。ゲノム解析から遺伝子編集技術まで、医学分野に係わる遺伝子解析技術を学習する。

10）ゲノムの進化を通じて生物の進化と系統を学ぶ。人類の起源・進化を学ぶ。

行動目標（SBOs　抜粋；完全版は初回の講義で配布します）

1）タンパク質の構造、遺伝子、遺伝情報、ゲノム、ヌクレオチド、核酸の分子構造、エキソン、イントロン、RNAの種類と役

割、転写・翻訳のプロセス、リボソームの構造と機能、コドン、アンチコドン、読み枠を説明できる。細胞周期の各期の名称・

事象、半保存的複製、半不連続的複製、岡崎フラグメント、リーディング鎖、ラギング鎖、DNAポリメラーゼ、プライマーの必

要性、テロメアの複製を説明できる。分裂促進因子、増殖因子、生存因子の働き、アポトーシスとネクローシスにおける細胞の

変化の特徴、アポトーシスの内因性経路と外因性経路を説明できる。

2）相同染色体、細胞周期でのDNAの構造変化、分裂装置、動原体と紡錘体の機能、姉妹染色分体の分配の機構、体細胞分裂と減

数分裂の過程、対合、二価染色体を説明できる。

3）ヌクレオソーム、クロマチン、間期染色体と分裂期染色体の分子レベルの構造、染色体の各部の名称と分類、常染色体、性染

色体、相同染色体、核型を説明できる。

4）両親媒性、流動モザイクモデル、膜の流動性の意義、脂質分子の非対称分布、膜の形成、細胞外被と細胞皮層、細胞内液／外

液のイオン組成、人工脂質二重層の透過性、膜輸送タンパク、受動輸送と能動輸送、ユニポート、シンポート、アンチポート、

二次性能動輸送を説明できる。イオンチャネルの３タイプ、静止膜電位の発生機構、ニューロン、有髄神経、無髄神経の構造、

電位依存Na+ チャネルの開閉、活動電位の発生、興奮伝導とシナプス伝達の機構を説明できる。

5）同化と異化、酵素による触媒作用、基質特異性、pH依存性、温度依存性、活性型運搬体を説明できる。生きものの仕事、解

糖系、クエン酸回路、電子伝達系、ATP合成酵素、解糖と発酵、酸化的リン酸化、化学浸透共役を説明できる。葉緑体の構造、

光合成における電子伝達反応と炭素固定反応の概略、光リン酸化、窒素固定、ニトロゲナーゼの働きと特性、レグヘモグロビ

ン、マメ科植物と根粒菌の間の共生を説明できる。

6）遺伝学、遺伝型、表現型、優性、劣性、分離、独立を説明できる。家系図を書くことができる。

7）ヌクレオソーム、クロマチン、ヒストン、染色体異常症、異数性、均衡型を説明できる。

8）細菌、真菌、寄生虫、ウイルスの違い、微生物の分類（界、科、属など）、細菌の構造、ウイルスの遺伝子・増殖、微生物の

病原性及び感染症、感染症に対する宿主の免疫反応の基礎、ワクチンの歴史・機構を説明できる。

9）遺伝子・タンパク質の発現と機能の解析、制限酵素、PCR、塩基配列決定、組換えDNA、次世代シーケンサー、ゲノム編集、

バイオインフォマティクスを説明できる。

10）遺伝的余剰、相同遺伝子、直系遺伝子、純化選択、分子時計仮説、シンテニー区画、水平伝播、重複遺伝子、中立遺伝子、

人類の起源（単一起源説）、進化の過程で受け継がれた形質や疾患について説明できる。
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関連ディプロマポリシー

①医師になるために必要な医学の知識と技能を修得し、さらに日々向上に努めること。

②積極的に課題に取り組み、さらに自ら問題点を見いだし解決する姿勢を身につけること。

関連教育アウトカム

①医学的知識

②自律的継続的学習能力

③問題解決能力と医学研究への連結

一般目標（GIOs）

1）タンパク質の合成に必要な情報とその保存、遺伝子発現、細胞周期、DNAの複製、細胞死について学ぶ。

2）体細胞分裂と減数分裂について学ぶ。M期の細胞の観察により、染色体の高次構造の変化と娘細胞への分配について学ぶ。

3）染色体の構築とその維持、染色体の分類、ヒトの染色体構成を理解する。実習により、染色体を分類し核型標本を作る。

4）細胞膜の構造と機能について、流動モザイクモデルに基づく動的なあり方を理解する。細胞膜を通しての無機イオンや水溶性

の有機分子の輸送について学ぶ。静止膜電位の発生、興奮の伝導・伝達のメカニズムを学ぶ。

5）自然界におけるエネルギーの流れを理解する。酵素の構造、触媒作用、酵素反応の特徴、生きものの仕事の種類、ATPの分子

構造、合成のメカニズムを学ぶ。葉緑体による光エネルギーの捕捉と化学エネルギーへの変換、大気中の窒素ガスがNH3に還元

されるプロセスを学ぶ。

6）メンデル遺伝の法則を理解し、家系図の書き方を習得する。

7）染色体の構造とその調節について理解し、その異常により引き起こされる不具合について理解する。

8）微生物（細菌、真菌、寄生虫、ウイルスを含む）の構造と分類を学ぶ。さらに、微生物の増殖・遺伝、微生物によって引き起

こされる感染症とそれに対する治療・予防の基礎を学ぶ。

9）核酸、タンパク質の操作について学ぶ。ゲノム解析から遺伝子編集技術まで、医学分野に係わる遺伝子解析技術を学習する。

10）ゲノムの進化を通じて生物の進化と系統を学ぶ。人類の起源・進化を学ぶ。

行動目標（SBOs　抜粋；完全版は初回の講義で配布します）

1）タンパク質の構造、遺伝子、遺伝情報、ゲノム、ヌクレオチド、核酸の分子構造、エキソン、イントロン、RNAの種類と役

割、転写・翻訳のプロセス、リボソームの構造と機能、コドン、アンチコドン、読み枠を説明できる。細胞周期の各期の名称・

事象、半保存的複製、半不連続的複製、岡崎フラグメント、リーディング鎖、ラギング鎖、DNAポリメラーゼ、プライマーの必

要性、テロメアの複製を説明できる。分裂促進因子、増殖因子、生存因子の働き、アポトーシスとネクローシスにおける細胞の

変化の特徴、アポトーシスの内因性経路と外因性経路を説明できる。

2）相同染色体、細胞周期でのDNAの構造変化、分裂装置、動原体と紡錘体の機能、姉妹染色分体の分配の機構、体細胞分裂と減

数分裂の過程、対合、二価染色体を説明できる。

3）ヌクレオソーム、クロマチン、間期染色体と分裂期染色体の分子レベルの構造、染色体の各部の名称と分類、常染色体、性染

色体、相同染色体、核型を説明できる。

4）両親媒性、流動モザイクモデル、膜の流動性の意義、脂質分子の非対称分布、膜の形成、細胞外被と細胞皮層、細胞内液／外

液のイオン組成、人工脂質二重層の透過性、膜輸送タンパク、受動輸送と能動輸送、ユニポート、シンポート、アンチポート、

二次性能動輸送を説明できる。イオンチャネルの３タイプ、静止膜電位の発生機構、ニューロン、有髄神経、無髄神経の構造、

電位依存Na+ チャネルの開閉、活動電位の発生、興奮伝導とシナプス伝達の機構を説明できる。

5）同化と異化、酵素による触媒作用、基質特異性、pH依存性、温度依存性、活性型運搬体を説明できる。生きものの仕事、解

糖系、クエン酸回路、電子伝達系、ATP合成酵素、解糖と発酵、酸化的リン酸化、化学浸透共役を説明できる。葉緑体の構造、

光合成における電子伝達反応と炭素固定反応の概略、光リン酸化、窒素固定、ニトロゲナーゼの働きと特性、レグヘモグロビ

ン、マメ科植物と根粒菌の間の共生を説明できる。

6）遺伝学、遺伝型、表現型、優性、劣性、分離、独立を説明できる。家系図を書くことができる。

7）ヌクレオソーム、クロマチン、ヒストン、染色体異常症、異数性、均衡型を説明できる。

8）細菌、真菌、寄生虫、ウイルスの違い、微生物の分類（界、科、属など）、細菌の構造、ウイルスの遺伝子・増殖、微生物の

病原性及び感染症、感染症に対する宿主の免疫反応の基礎、ワクチンの歴史・機構を説明できる。

9）遺伝子・タンパク質の発現と機能の解析、制限酵素、PCR、塩基配列決定、組換えDNA、次世代シーケンサー、ゲノム編集、

バイオインフォマティクスを説明できる。

10）遺伝的余剰、相同遺伝子、直系遺伝子、純化選択、分子時計仮説、シンテニー区画、水平伝播、重複遺伝子、中立遺伝子、

人類の起源（単一起源説）、進化の過程で受け継がれた形質や疾患について説明できる。

■成績評価方法および基準

学期末試験（記述式および選択肢問題） 95%

実習評価（実習レポート・実習態度評価；無断欠席の場合は減点） 5%

■試験・課題に対するフィードバック方法

形成評価試験については終了後に答え合わせをし、評価をフィードバックします。実習レポートについては、添削した上で評価

（A/B/C）を記し返却します。さらに、返却時にレポートについての講評を行います。定期試験については、試験期間終了後に

Universal Passportに解説文を掲載します。

■教科書

[ISBN]9784524261994 『Essential 細胞生物学 原書第４版』 （Alberts, B. et al.、南江堂：2016）

■参考文献

[ISBN]9784895928755 『トンプソン＆トンプソン 遺伝医学 第２版』 （福嶋義光訳、メディカルサイエンスインターナショナ

ル：2017）

■関連科目

細胞・形態学、分子生物学、生化学

■授業評価アンケート実施方法

医学部実施規定に準拠して行う。

■研究室・メールアドレス

基礎医学部門研究室（後藤敏一；進学棟２階）　gotoh-t@med.kindai.ac.jp

■オフィスアワー

火曜日 16:30～18:00（後藤敏一）

上記以外でも可能な場合があります。研究室を訪ねてください。

■授業計画の内容及び時間外学修の内容・時間

第1週　Ⅰ．核酸と生命（1）タンパク質と遺伝子［後藤敏一］

酵素の主成分であるタンパク質の分子構造を学ぶ。細胞がタンパク質を合成するときに必要な情報は何か。また、この情報がど

のように細胞内に保存されているのかを学ぶ。

第2週＆第3週　Ⅰ．核酸と生命（2）タンパク質をつくる［後藤敏一］

DNAに塩基配列として書き込まれた情報は、転写というプロセスによって引き出され、翻訳によってタンパク質へと変換され

る。どのようにして転写、翻訳がなされるのかを学ぶ。

第3週＆第4週　Ⅰ．核酸と生命（3）DNAの複製［後藤敏一］

細胞分裂の繰り返し（細胞周期）における各期の特徴を学ぶ。分裂ごとに２個の娘細胞に遺伝情報を伝えるために必要なDNAの

複製が、どのようにして行われるのかを学ぶ。

第4週　Ⅰ．核酸と生命（4）プログラム細胞死［後藤敏一］

私たちの体は、細胞の制御された増殖、分化と細胞死のバランスによって、恒常的に維持されている。ネクローシスとアポトー

シスに焦点を当てて細胞死について学ぶ。

第5週　Ⅱ．体細胞分裂と減数分裂［後藤敏一］

真核生物の細胞核の一般的な分裂様式である有糸分裂には、体細胞の増殖にみられる体細胞分裂と、生活環の特定の時期に行わ

れる減数分裂とがある。それぞれの細胞分裂のプロセスを学ぶ。

第6週　〔実習 1〕体細胞分裂の観察［後藤敏一・松田 学］

細胞周期のM期のさまざまなステージの細胞を観察し、とくに染色体の高次構造のダイナミックな変化と娘細胞への分配のされ

方を学ぶ。

第7週　Ⅲ．染色体の構築と核型［後藤敏一］

真核生物ではDNAがタンパク質（ヒストン）と結合し、精巧に折りたたまれて分裂期染色体を構築する。この構築と維持の機構

を学ぶ。染色体の分類方法、核型を理解する。

第7週〔実習 2〕ヒト核型標本の作製［後藤敏一・松田 学］

講義で学んだ染色体・核型に関する知識や概念を基にして、実際に染色体を分類し核型標本を作る。

第8週　Ⅳ．細胞膜の構造と機能（1）細胞膜の構造［後藤敏一］

膜性構造体（細胞膜、小胞体、ゴルジ体など）の膜は、リン脂質二重層にタンパク質、糖質などが加わってできている。生体膜

の構造と機能について、流動モザイクモデルに基づく動的なあり方を理解する。

第8週　Ⅳ．細胞膜の構造と機能（2）膜輸送［後藤敏一］

細胞は栄養分の摂取、不要な代謝産物の排出を行い、さらに細胞内のイオン濃度を調節している。細胞膜を通しての無機イオン

や水溶性の有機分子の輸送について学ぶ。

第9週　Ⅳ．細胞膜の構造と機能（3）電気シグナル［後藤敏一］

細胞膜を挟んだ外界と細胞内での無機イオンの分布の偏りによって、細胞はある値の膜電位をもつ（静止膜電位）。静止膜電位

の発生とその意義、興奮性の細胞における興奮の伝導・伝達を学ぶ。

第10週　Ⅴ．細胞のエネルギー代謝（1）糖質代謝と酵素［後藤敏一］

自然界におけるエネルギーの流れを理解する。生体内で起きている化学反応の多くは、酵素によって触媒されている。酵素の構

造、酵素による触媒作用、酵素反応の特徴などを学ぶ。

第10週　Ⅴ．細胞のエネルギー代謝（2）呼吸［後藤敏一］

生きものは、さまざまな局面でエネルギーを必要とし、そのほとんどはATP（分子）によって供給される。ATPの合成のメカニ

ズムを学ぶ。

第11週　Ⅴ．細胞のエネルギー代謝（3）光合成［後藤敏一］

細胞が必要とする有機物のほとんどは、光合成生物によって生産されている。植物や藻類の葉緑体による光エネルギーの捕捉

と、化学エネルギーへの変換について学ぶ。

第12週　Ⅴ．細胞のエネルギー代謝（4）窒素固定［後藤敏一］

地球大気のおよそ78 vol％を占める窒素ガスを植物が利用できるようにするには、窒素固定と呼ばれる過程によってNH3に還元

する必要がある。窒素固定について学ぶ。

第12週　Ⅵ．メンデル遺伝の基礎［坂井和子］

メンデル遺伝の法則を理解し、家系図の書き方を習得する。

第13週　Ⅶ．染色体異常と疾患［西尾和人］

染色体の構造とその調節について理解し、その異常により引き起こされる不具合について理解する。

第13週　Ⅷ．微生物の構造・遺伝と感染症［角田郁生］

微生物は細菌、真菌、寄生虫、ウイルスを含む。ここではそれぞれの微生物の構造と分類を学ぶ。さらに、微生物の増殖・遺

伝、微生物によって引き起こされる感染症とそれに対する治療・予防の基礎を学ぶ。

第14週　Ⅸ．遺伝子操作とバイオテクノロジー（1）［藤田至彦］

核酸、タンパク質の操作について学ぶ。

第14週　Ⅸ．遺伝子操作とバイオテクノロジー（2）［坂井和子］

ゲノム解析から遺伝子編集技術まで、医学分野に係わる遺伝子解析技術を学習する。

第15週　Ⅹ．生物の進化と系統（1）［西尾和人］

ゲノムの進化を通じて生物の進化と系統を学ぶ。

第15週　Ⅹ．生物の進化と系統（2）［藤田至彦］

人類の起源・進化を学ぶ。
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第1週　Ⅰ．核酸と生命（1）タンパク質と遺伝子［後藤敏一］

酵素の主成分であるタンパク質の分子構造を学ぶ。細胞がタンパク質を合成するときに必要な情報は何か。また、この情報がど

のように細胞内に保存されているのかを学ぶ。

第2週＆第3週　Ⅰ．核酸と生命（2）タンパク質をつくる［後藤敏一］

DNAに塩基配列として書き込まれた情報は、転写というプロセスによって引き出され、翻訳によってタンパク質へと変換され

る。どのようにして転写、翻訳がなされるのかを学ぶ。

第3週＆第4週　Ⅰ．核酸と生命（3）DNAの複製［後藤敏一］

細胞分裂の繰り返し（細胞周期）における各期の特徴を学ぶ。分裂ごとに２個の娘細胞に遺伝情報を伝えるために必要なDNAの

複製が、どのようにして行われるのかを学ぶ。

第4週　Ⅰ．核酸と生命（4）プログラム細胞死［後藤敏一］

私たちの体は、細胞の制御された増殖、分化と細胞死のバランスによって、恒常的に維持されている。ネクローシスとアポトー

シスに焦点を当てて細胞死について学ぶ。

第5週　Ⅱ．体細胞分裂と減数分裂［後藤敏一］

真核生物の細胞核の一般的な分裂様式である有糸分裂には、体細胞の増殖にみられる体細胞分裂と、生活環の特定の時期に行わ

れる減数分裂とがある。それぞれの細胞分裂のプロセスを学ぶ。

第6週　〔実習 1〕体細胞分裂の観察［後藤敏一・松田 学］

細胞周期のM期のさまざまなステージの細胞を観察し、とくに染色体の高次構造のダイナミックな変化と娘細胞への分配のされ

方を学ぶ。

第7週　Ⅲ．染色体の構築と核型［後藤敏一］

真核生物ではDNAがタンパク質（ヒストン）と結合し、精巧に折りたたまれて分裂期染色体を構築する。この構築と維持の機構

を学ぶ。染色体の分類方法、核型を理解する。

第7週〔実習 2〕ヒト核型標本の作製［後藤敏一・松田 学］

講義で学んだ染色体・核型に関する知識や概念を基にして、実際に染色体を分類し核型標本を作る。

第8週　Ⅳ．細胞膜の構造と機能（1）細胞膜の構造［後藤敏一］

膜性構造体（細胞膜、小胞体、ゴルジ体など）の膜は、リン脂質二重層にタンパク質、糖質などが加わってできている。生体膜

の構造と機能について、流動モザイクモデルに基づく動的なあり方を理解する。

第8週　Ⅳ．細胞膜の構造と機能（2）膜輸送［後藤敏一］

細胞は栄養分の摂取、不要な代謝産物の排出を行い、さらに細胞内のイオン濃度を調節している。細胞膜を通しての無機イオン

や水溶性の有機分子の輸送について学ぶ。

第9週　Ⅳ．細胞膜の構造と機能（3）電気シグナル［後藤敏一］

細胞膜を挟んだ外界と細胞内での無機イオンの分布の偏りによって、細胞はある値の膜電位をもつ（静止膜電位）。静止膜電位

の発生とその意義、興奮性の細胞における興奮の伝導・伝達を学ぶ。

第10週　Ⅴ．細胞のエネルギー代謝（1）糖質代謝と酵素［後藤敏一］

自然界におけるエネルギーの流れを理解する。生体内で起きている化学反応の多くは、酵素によって触媒されている。酵素の構

造、酵素による触媒作用、酵素反応の特徴などを学ぶ。

第10週　Ⅴ．細胞のエネルギー代謝（2）呼吸［後藤敏一］

生きものは、さまざまな局面でエネルギーを必要とし、そのほとんどはATP（分子）によって供給される。ATPの合成のメカニ

ズムを学ぶ。

第11週　Ⅴ．細胞のエネルギー代謝（3）光合成［後藤敏一］

細胞が必要とする有機物のほとんどは、光合成生物によって生産されている。植物や藻類の葉緑体による光エネルギーの捕捉

と、化学エネルギーへの変換について学ぶ。

第12週　Ⅴ．細胞のエネルギー代謝（4）窒素固定［後藤敏一］

地球大気のおよそ78 vol％を占める窒素ガスを植物が利用できるようにするには、窒素固定と呼ばれる過程によってNH3に還元

する必要がある。窒素固定について学ぶ。

第12週　Ⅵ．メンデル遺伝の基礎［坂井和子］

メンデル遺伝の法則を理解し、家系図の書き方を習得する。

第13週　Ⅶ．染色体異常と疾患［西尾和人］

染色体の構造とその調節について理解し、その異常により引き起こされる不具合について理解する。

第13週　Ⅷ．微生物の構造・遺伝と感染症［角田郁生］

微生物は細菌、真菌、寄生虫、ウイルスを含む。ここではそれぞれの微生物の構造と分類を学ぶ。さらに、微生物の増殖・遺

伝、微生物によって引き起こされる感染症とそれに対する治療・予防の基礎を学ぶ。

第14週　Ⅸ．遺伝子操作とバイオテクノロジー（1）［藤田至彦］

核酸、タンパク質の操作について学ぶ。

第14週　Ⅸ．遺伝子操作とバイオテクノロジー（2）［坂井和子］

ゲノム解析から遺伝子編集技術まで、医学分野に係わる遺伝子解析技術を学習する。

第15週　Ⅹ．生物の進化と系統（1）［西尾和人］

ゲノムの進化を通じて生物の進化と系統を学ぶ。

第15週　Ⅹ．生物の進化と系統（2）［藤田至彦］

人類の起源・進化を学ぶ。
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第1週　Ⅰ．核酸と生命（1）タンパク質と遺伝子［後藤敏一］

酵素の主成分であるタンパク質の分子構造を学ぶ。細胞がタンパク質を合成するときに必要な情報は何か。また、この情報がど

のように細胞内に保存されているのかを学ぶ。

第2週＆第3週　Ⅰ．核酸と生命（2）タンパク質をつくる［後藤敏一］

DNAに塩基配列として書き込まれた情報は、転写というプロセスによって引き出され、翻訳によってタンパク質へと変換され

る。どのようにして転写、翻訳がなされるのかを学ぶ。

第3週＆第4週　Ⅰ．核酸と生命（3）DNAの複製［後藤敏一］

細胞分裂の繰り返し（細胞周期）における各期の特徴を学ぶ。分裂ごとに２個の娘細胞に遺伝情報を伝えるために必要なDNAの

複製が、どのようにして行われるのかを学ぶ。

第4週　Ⅰ．核酸と生命（4）プログラム細胞死［後藤敏一］

私たちの体は、細胞の制御された増殖、分化と細胞死のバランスによって、恒常的に維持されている。ネクローシスとアポトー

シスに焦点を当てて細胞死について学ぶ。

第5週　Ⅱ．体細胞分裂と減数分裂［後藤敏一］

真核生物の細胞核の一般的な分裂様式である有糸分裂には、体細胞の増殖にみられる体細胞分裂と、生活環の特定の時期に行わ

れる減数分裂とがある。それぞれの細胞分裂のプロセスを学ぶ。

第6週　〔実習 1〕体細胞分裂の観察［後藤敏一・松田 学］

細胞周期のM期のさまざまなステージの細胞を観察し、とくに染色体の高次構造のダイナミックな変化と娘細胞への分配のされ

方を学ぶ。

第7週　Ⅲ．染色体の構築と核型［後藤敏一］

真核生物ではDNAがタンパク質（ヒストン）と結合し、精巧に折りたたまれて分裂期染色体を構築する。この構築と維持の機構

を学ぶ。染色体の分類方法、核型を理解する。

第7週〔実習 2〕ヒト核型標本の作製［後藤敏一・松田 学］

講義で学んだ染色体・核型に関する知識や概念を基にして、実際に染色体を分類し核型標本を作る。

第8週　Ⅳ．細胞膜の構造と機能（1）細胞膜の構造［後藤敏一］

膜性構造体（細胞膜、小胞体、ゴルジ体など）の膜は、リン脂質二重層にタンパク質、糖質などが加わってできている。生体膜

の構造と機能について、流動モザイクモデルに基づく動的なあり方を理解する。

第8週　Ⅳ．細胞膜の構造と機能（2）膜輸送［後藤敏一］

細胞は栄養分の摂取、不要な代謝産物の排出を行い、さらに細胞内のイオン濃度を調節している。細胞膜を通しての無機イオン

や水溶性の有機分子の輸送について学ぶ。

第9週　Ⅳ．細胞膜の構造と機能（3）電気シグナル［後藤敏一］

細胞膜を挟んだ外界と細胞内での無機イオンの分布の偏りによって、細胞はある値の膜電位をもつ（静止膜電位）。静止膜電位

の発生とその意義、興奮性の細胞における興奮の伝導・伝達を学ぶ。

第10週　Ⅴ．細胞のエネルギー代謝（1）糖質代謝と酵素［後藤敏一］

自然界におけるエネルギーの流れを理解する。生体内で起きている化学反応の多くは、酵素によって触媒されている。酵素の構

造、酵素による触媒作用、酵素反応の特徴などを学ぶ。

第10週　Ⅴ．細胞のエネルギー代謝（2）呼吸［後藤敏一］

生きものは、さまざまな局面でエネルギーを必要とし、そのほとんどはATP（分子）によって供給される。ATPの合成のメカニ

ズムを学ぶ。

第11週　Ⅴ．細胞のエネルギー代謝（3）光合成［後藤敏一］

細胞が必要とする有機物のほとんどは、光合成生物によって生産されている。植物や藻類の葉緑体による光エネルギーの捕捉

と、化学エネルギーへの変換について学ぶ。

第12週　Ⅴ．細胞のエネルギー代謝（4）窒素固定［後藤敏一］

地球大気のおよそ78 vol％を占める窒素ガスを植物が利用できるようにするには、窒素固定と呼ばれる過程によってNH3に還元

する必要がある。窒素固定について学ぶ。

第12週　Ⅵ．メンデル遺伝の基礎［坂井和子］

メンデル遺伝の法則を理解し、家系図の書き方を習得する。

第13週　Ⅶ．染色体異常と疾患［西尾和人］

染色体の構造とその調節について理解し、その異常により引き起こされる不具合について理解する。

第13週　Ⅷ．微生物の構造・遺伝と感染症［角田郁生］

微生物は細菌、真菌、寄生虫、ウイルスを含む。ここではそれぞれの微生物の構造と分類を学ぶ。さらに、微生物の増殖・遺

伝、微生物によって引き起こされる感染症とそれに対する治療・予防の基礎を学ぶ。

第14週　Ⅸ．遺伝子操作とバイオテクノロジー（1）［藤田至彦］

核酸、タンパク質の操作について学ぶ。

第14週　Ⅸ．遺伝子操作とバイオテクノロジー（2）［坂井和子］

ゲノム解析から遺伝子編集技術まで、医学分野に係わる遺伝子解析技術を学習する。

第15週　Ⅹ．生物の進化と系統（1）［西尾和人］

ゲノムの進化を通じて生物の進化と系統を学ぶ。

第15週　Ⅹ．生物の進化と系統（2）［藤田至彦］

人類の起源・進化を学ぶ。

テーマ毎に設定された行動目標から学ぶべき事柄を理解した上で、講義プリント・教科書の該当箇所を熟読する。講義プリント

のプレ・テストを、講義日程に連動させて実施する。プレ／ポスト・テストについては、学習前と学習後のそれぞれにおける習

熟度を測定することで、各自の理解度の判断材料（ポスト・テスト：形成評価）とする。各テーマについて、最低でも各30分の

予習・復習が必要である。

■ホームページ

医学部基礎医学部門研究室　http://www.med.kindai.ac.jp/kiso/
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シラバス№： 1811900069

病因・病態（生体防御学コース）科目名　：

英文名　：

宮澤　正顯・博多　義之・高村　史記・久保　允人・松岡　裕之・

河原　佐智代・泉山　朋政・岩城　倫弘・加藤　茂樹

担当者　：

医学科開講学科：

150時間 開講期： 必修科目必修選択の別：開講年次：単　位　： 2年次

科目区分： 専門科目

備　考　：

■授業概要・方法等

　「病因・病態」の主題は、「侵襲と生体防御」である。ここでは、生体に対する生物学的な侵襲の実体を理解し、それらに対

して我々の身体がどのように反応し、自己を防衛するかを学ぶ。ヒト個体の恒常性や遺伝的同一性を脅かすような生物学的脅

威、即ち体外からの異種遺伝子の侵入（ウイルス感染）、異種細胞あるいは同種異系細胞の侵入（細菌・寄生虫の感染や移植片

の移入）、そして自己体細胞の遺伝的変異（突然変異細胞やがん細胞の出現）に対して、生体がどのように反応し、いかにして

個体を維持するかを理解することは、医学を学ぶ上で極めて重要である。

　このユニットにおける学生教育は、微生物学と免疫学の二講座を中心とした系統講義と実習に、テュートリアル形式による自

己学習を組み合わせて行われる。最初の３週間は、様々な微生物の性状と病原微生物による感染症の病態を、指定教科書を用い

た講義と実習を通して学ぶ。次いで後半３週間余りの生体防御学コースで、炎症反応による組織修復や生体防御のメカニズム

と、多細胞個体の恒常性と遺伝的同一性を維持する獲得免疫反応のしくみを、テュートリアルと講義・実習を通じ分子レベルか

ら学ぶ。

　我々が普段健康に生きているということは、実際には、体内も含めた環境中に存在する様々な微生物による不断の侵襲を、何

とか水際で防いでいる、ということに他ならない。そのため、我々の生体防御機構にわずかな破綻が生じたり、生体防御機構に

打ち勝つ病原体が現れたりすると、我々は瞬く間に微生物の脅威、すなわち感染症の危険に曝されることになる。人類が進化の

過程で「病原体による選択」を経て抵抗性の形質を獲得してきたことは、遺伝子レベルでも示されている。諸君が医学を学び、

将来患者さんの治療や健康維持・増進を考える上で、このような微生物と我々の相対的な力のバランスをよく理解することが非

常に重要である。また、病気による組織傷害や症状の多くは、実は病原体そのものによるよりも、むしろそれに対する生体反応

によって生じる。このユニットで学ぶ外因性および内因性の病態形成メカニズムは、実際の臨床の現場で病気の症状の「よって

来る所以」を把握し、これを制御する方策を考える上で、極めて有用な基盤を提供することになる。

　このため、このユニットでは講義の最中にも頻繁に学生からの発言を求め、後半3週間の生体防御コースでは特にアクティブ

ラーニングを重視し、テュートリアルの他、講義中に提示した課題に対するレポート作成を行わせる。また、教育課程の水平・

垂直統合を目指し、学外のサイトカイン専門家や細胞免疫学専門家による講義、炎症・免疫疾患の病態と治療に精通した臨床家

による講義も採り入れている。

　成績評価は、テュータによるテュートリアルへの取り組み評価（ノート作成を含む）、講義中の課題レポート及び実習レポー

トの評価、ユニット終了後の試験による評価を総合して行う。なお、講義･実習･テュートリアルは、それぞれ2/3以上の出席が必

要であり、これらの何れかで1/3以上欠席した場合は、このユニットの成績を不可とする。

■学習・教育目標及び到達目標

　関連ディプロマポリシーは、以下の２つである：

 　① 医師になるために必要な医学の知識と技能を修得し、さらに日々向上に努めること。

 　② 積極的に課題に取り組み、自ら問題点を見いだし解決する姿勢を身につけること。

　関連教育アウトカムは以下の4つである：

　【医学的知識】 必要な医学的知識を身につけていることは、医師としてのあらゆるコンピテンスの基本である。卒業時には、

医学教育モデルコアカリキュラムと医師国家試験出題基準が求める 医学的知識を身につける。

　【国際化に対応できる教養と英語力】 否応なくやってくる国際化に対応し、文化の違いを超えて相互に理解するための幅広い

教養と円滑なコミュニケーションが可能な英語力を身につける。

　【自律的継続的学習能力】 自ら課題を発見し、自ら継続的に学び、自己研鑽を続ける態度をもつ。

　【課題解決能力と医学研究への連結】 課題の解決に当たっては、常にエビデンスに基づいて判断し、エビデンスが不足する課

題においては、自らエビデンスを作り出す医学研究に向かう姿勢をもつ。

　キーワード: 生体防御、炎症、免疫反応、抗体、リンパ球、病態

　生体防御学コースでは、上記の教育関連アウトカムを達成するため、以下の項目を学習目標とする：

　１．体防御反応としての炎症反応を制御する分子群と、細胞の働きを理解し、組織傷害の発生と修復のしくみを、その時間経

過を追って説明できるようになる。

　２．局所の炎症反応から全身の免疫反応へのつながりと、血清中の生体防御タンパク質、特に抗体と補体の分子構造と生理機

能を理解する。

　３．高等多細胞生物の免疫系は、個体を構成するすべての細胞が一個の受精卵に由来する同一ゲノムを保持するよう監視して

いること、ウイルス感染細胞の排除や移植片の拒絶は、その当然の帰結であることを理解する。

　４．免疫応答の欠損と過剰が、どのようにして生体の傷害に結び付くかを理解し、免疫応答を制御することにより疾患の発生

を防ぎ、治療を行う方法の基礎を知る。
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　関連ディプロマポリシーは、以下の２つである：

 　① 医師になるために必要な医学の知識と技能を修得し、さらに日々向上に努めること。

 　② 積極的に課題に取り組み、自ら問題点を見いだし解決する姿勢を身につけること。

　関連教育アウトカムは以下の4つである：

　【医学的知識】 必要な医学的知識を身につけていることは、医師としてのあらゆるコンピテンスの基本である。卒業時には、

医学教育モデルコアカリキュラムと医師国家試験出題基準が求める 医学的知識を身につける。

　【国際化に対応できる教養と英語力】 否応なくやってくる国際化に対応し、文化の違いを超えて相互に理解するための幅広い

教養と円滑なコミュニケーションが可能な英語力を身につける。

　【自律的継続的学習能力】 自ら課題を発見し、自ら継続的に学び、自己研鑽を続ける態度をもつ。

　【課題解決能力と医学研究への連結】 課題の解決に当たっては、常にエビデンスに基づいて判断し、エビデンスが不足する課

題においては、自らエビデンスを作り出す医学研究に向かう姿勢をもつ。

　キーワード: 生体防御、炎症、免疫反応、抗体、リンパ球、病態

　生体防御学コースでは、上記の教育関連アウトカムを達成するため、以下の項目を学習目標とする：

　１．体防御反応としての炎症反応を制御する分子群と、細胞の働きを理解し、組織傷害の発生と修復のしくみを、その時間経

過を追って説明できるようになる。

　２．局所の炎症反応から全身の免疫反応へのつながりと、血清中の生体防御タンパク質、特に抗体と補体の分子構造と生理機

能を理解する。

　３．高等多細胞生物の免疫系は、個体を構成するすべての細胞が一個の受精卵に由来する同一ゲノムを保持するよう監視して

いること、ウイルス感染細胞の排除や移植片の拒絶は、その当然の帰結であることを理解する。

　４．免疫応答の欠損と過剰が、どのようにして生体の傷害に結び付くかを理解し、免疫応答を制御することにより疾患の発生

を防ぎ、治療を行う方法の基礎を知る。

■成績評価方法および基準

テュータによるテュートリアルへの取り組みと自己学習の評価 35%

テュートリアルレポートまたは事例発表の評価 10%

講義中のレポートの評価（ルーブリックによる） 5%

実習レポートの評価 10%

定期試験 40%

■試験・課題に対するフィードバック方法

　テュートリアル事例で学ぶべき内容については、教室ホームページに公開し解説すろ。

　試験については、定期試験および再試験の終了後に、「試験の要点と解説および講評」を学生ポータルに掲載する。

■教科書

[ISBN]9784263731789 『解明 病理学  第3版 病気のメカニズムを解く』 (医歯薬出版 : 2017)

[ISBN]9780815345510 『Janeway's Immunobiology』 (Kenneth Murphy, Garland Science : 2016)

[ISBN]9780323479783 『Cellular and Molecular Immunology, 9e』 (Abul K. Abbas MBBS, Elsevier : 2017)

■参考文献

■関連科目

Unit 4 機能Ⅱ　病理学　生命科学　血液･膠原病内科学　臨床検査医学　整形外科学（リウマチ性疾患）　皮膚科学　小児科学

■授業評価アンケート実施方法

実施規程に準拠して行う。

■研究室・メールアドレス

immunol@edu.med.kindai.ac.jp

■オフィスアワー

ユニット期間中、及びその後ユニット試験までの期間、土曜日を含めて毎日、午後４時３０分より６時まで（土曜日は、午前９

時より午後１時まで）

■授業計画の内容及び時間外学修の内容・時間

第1回  免疫学入門

予習内容：免疫学教室ホームページの、「わかる！独説免疫学」を読んでおく。

予習時間：40分

復習内容：配布プリントと講義ノートを見直し、「二度罹り無し」が経験的に気付かれた歴史的実例、ジフテリアの血清療法の

具体的内容、この発明に対する日本人の貢献を箇条書きにする。

復習時間：40分

１．ヒトが「二度罹り無し」として免疫応答の存在を経験的に理解してきた歴史を、例を挙げて言える

２．免疫血清を用いた感染症治療の歴史的実例を挙げられる

３．免疫学の成立に日本の先人が果たした役割を言える

第2回  免疫反応とは何か

予習内容：免疫学教室ホームページの「わかる！独説免疫学」を読んでおく。

予習時間：40分

復習内容：講義プリントとノートを読み直し、ウイルス感染を例として、免疫応答の「記憶と特異性」を示す時間経過の図を、

自ら描いてみる。また、その図における縦軸は具体的に何を意味するかを、質問事項として文にする。

復習時間：60分

１．ウイルス感染を例に、免疫応答が抗原特異的であることを簡単な図を用いて示せる

２．ウイルス感染を例に、免疫学的記憶の存在を簡単な図を用いて説明出来る

３．「二度罹り無し」を担う免疫応答の特徴を簡単な図を用いて説明出来る

第3回  好中球とマクロファージ

予習内容：生理学で学習した、血球の分類と血球の分化を復習しておく。

予習時間：60分

復習内容：免疫学教室のホームページから、過去の事例を参照し、慢性肉芽腫症の項を読んで本講義の内容を病態から整理す

る。

復習時間：60分

１．顆粒球と単球が造血幹細胞から分化する過程の概略を言える

２．貪食作用とは何かを説明出来る

３．食細胞NAPDHオキシダーゼの機能を説明出来る

４．ミエロペルオキシダーゼの機能を説明出来る

５．好中球細胞外トラップとは何かを説明出来る

６．エフェロサイトーシスとは何かを説明出来る
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予習内容：生理学で学習した、血球の分類と血球の分化を復習しておく。

予習時間：60分

復習内容：免疫学教室のホームページから、過去の事例を参照し、慢性肉芽腫症の項を読んで本講義の内容を病態から整理す

る。

復習時間：60分

１．顆粒球と単球が造血幹細胞から分化する過程の概略を言える

２．貪食作用とは何かを説明出来る

３．食細胞NAPDHオキシダーゼの機能を説明出来る

４．ミエロペルオキシダーゼの機能を説明出来る

５．好中球細胞外トラップとは何かを説明出来る

６．エフェロサイトーシスとは何かを説明出来る

第4回  組織傷害の修復と炎症反応

予習内容：生命科学や組織学の教科書を開き、細胞膜脂質二重層の構造、上皮組織と結合組織を構成する細胞、細胞増殖因子の

機能を復習しておく。

予習時間：60分

復習内容：表皮と真皮の組織構造模式図を自分のノートに描き、組織傷害の際にどのような細胞から好中球や単球を動員する因

子が放出されるかを描き込む。また、リン脂質からアラキドン酸とPAFが形成される過程、及びアラキドン代謝の２経路を、自

分でノートに描く。さらに、静水圧に関するスターリングの法則を、自分でノートに模式化する。

復習時間：90分

１．ヒトが微生物と共存して生きていることを、定量的な数値を挙げて説明出来る

２．上皮バリアの修復に関わる細胞増殖因子を、それらの由来する細胞別に分けて挙げられる

３．傷害を受けた組織細胞が血液中から好中球や単球を動員する仕組みの概略を言える

４．肉芽組織を構成する細胞を言える

５．細胞傷害によって形成される細胞膜リン脂質由来のケミカルメディエーターを言える

６．アラキドン酸代謝経路の産物を、それらの産生に関わる酵素別に分けて言える

７．炎症反応がプロセスとして進むことを実例を挙げて順に言える

８．炎症反応により浮腫が生じるメカニズムを、膠質浸透圧をキーワードに説明出来る

第5回  自然免疫系のパターン認識

予習内容：大阪大学微生物研究所のホームページを開き、Toll様受容体について予習する。

予習時間：30分

復習内容：講義プリントとノートを参照して、個々のToll様受容体とそのリガンドを、自分で一覧表に整理する。

復習時間：40分

１．微生物侵入のセンサーであるパターン受容体について、主要なものを挙げられる

２．主なToll様受容体が認識する微生物の構造を言える

３．Toll様受容体からのシグナルが自然免疫反応を活性化する仕組みを説明出来る

第6回  細胞接着分子

予習内容：生命科学や組織学の教科書を開き、細胞表面の糖鎖構造と細胞接着分子について予習しておく。

予習時間：45分

復習内容：内皮細胞と白血球の発現するセレクチン、ローリングに関与するセレクチンとそのリガンド、強い接着に関与するイ

ンテグリンとそのリガンドを表として整理する。

復習時間：45分

１．アドレシンとは何かを簡単に説明出来る

２．セレクチンの機能を簡単に説明出来る

３．インテグリンの分子構成を簡単に説明出来る

４．血管内皮細胞に発現する細胞接着分子を言える

第7回  炎症のケミカルメディエーター

予習内容：生命科学、生化学、生理学の教科書を開き、プロスタグランジン類の分子構造とその生成過程、マスト細胞の形態と

機能、ヒスタミンの構造と機能、キニン類の生成過程を復習しておく。

予習時間：60分

復習内容：細動脈から毛細血管を経て細静脈に至る血管系の模式図を描き、講義プリントを見直しながら、炎症反応の過程でど

の部位にどのようなケミカルメディエータが作用するかを、自分の手で描き込む。また、講義プリントと指定参考書の「解明病

理学」を開き、補体の活性化経路とアナフィラトキシンの形成過程を復習する。

復習時間：60分

１．炎症反応の開始に組織のマスト細胞が果たす役割を言える

２．マスト細胞の顆粒中に存在するケミカルメディエーターの機能を言える

３．常在細菌の侵入に対して身体を守るため、補体が果たす役割を言える

４．アナフィラトキシンの由来と機能を言える

５．サイトカインとケモカインの違いを言える

６．炎症反応の各プロセスについて、それぞれを引き起こす主要なケミカルメディエーターの違いを言える

７．血管透過性の亢進は、血管系のどこで起こるかを言える

８．白血球が血管から遊出する過程を、ローリング・活性化・強い接着・遊走の各段階に分けて説明出来る

９．白血球のローリングに関わる細胞接着分子を言える

１０．白血球の血管内活性化過程に関わるケミカルメディエーターを言える

１１．白血球の強い接着を引き起こす細胞接着分子を言える
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予習内容：生命科学、生化学、生理学の教科書を開き、プロスタグランジン類の分子構造とその生成過程、マスト細胞の形態と

機能、ヒスタミンの構造と機能、キニン類の生成過程を復習しておく。

予習時間：60分

復習内容：細動脈から毛細血管を経て細静脈に至る血管系の模式図を描き、講義プリントを見直しながら、炎症反応の過程でど

の部位にどのようなケミカルメディエータが作用するかを、自分の手で描き込む。また、講義プリントと指定参考書の「解明病

理学」を開き、補体の活性化経路とアナフィラトキシンの形成過程を復習する。

復習時間：60分

１．炎症反応の開始に組織のマスト細胞が果たす役割を言える

２．マスト細胞の顆粒中に存在するケミカルメディエーターの機能を言える

３．常在細菌の侵入に対して身体を守るため、補体が果たす役割を言える

４．アナフィラトキシンの由来と機能を言える

５．サイトカインとケモカインの違いを言える

６．炎症反応の各プロセスについて、それぞれを引き起こす主要なケミカルメディエーターの違いを言える

７．血管透過性の亢進は、血管系のどこで起こるかを言える

８．白血球が血管から遊出する過程を、ローリング・活性化・強い接着・遊走の各段階に分けて説明出来る

９．白血球のローリングに関わる細胞接着分子を言える

１０．白血球の血管内活性化過程に関わるケミカルメディエーターを言える

１１．白血球の強い接着を引き起こす細胞接着分子を言える

第8回  樹状細胞による抗原提示

予習内容：免疫学教室のホームページから、「わかる！独説免疫学」、及び「免疫学Q&A」のページを参照し、樹状細胞の機能

を予習しておく。

予習時間：30分

復習内容：講義プリントとノートを参照し、樹状細胞が組織傷害の現場から侵入抗原を運び、抗原提示を行う過程を模式図に整

理して、その過程に重要なケモカインとその受容体を描き込む。

復習時間：60分

１．単球、マクロファージ、樹状細胞前駆細胞の関係を、それらの個体発生から説明出来る

２．樹状細胞が炎症部位で抗原を取り込む仕組みを説明出来る

３．抗原を取り込んだ樹状細胞はなぜリンパ節に向かうかを説明出来る

４．樹状細胞によるTリンパ球活性化の過程を概説出来る

第9回  Tリンパ球の活性化と増殖

予習内容：指定参考書である「解明病理学」の免疫の項を参照し、ナイーブTリンパ球の活性化における副刺激の役割を調べる。

予習時間：30分

復習内容：講義プリントとノートを参照し、副刺激とは何かを模式図に纏める。また、cross-presentationが必要な理由を、ウ

イルス感染の場合と腫瘍細胞に対する免疫応答の場合に分けて箇条書きに整理する。

復習時間：60分

１．ナイーブTリンパ球の活性化における副刺激の役割を説明出来る

２．樹状細胞は、自らの提示する抗原を認識出来るナイーブTリンパ球とどのようにして出会えるかを説明出来る

３．ナイーブTリンパ球の活性化におけるCD40分子の機能を説明出来る

４．Tリンパ球活性化の初期過程におけるIL2受容体の役割を説明出来る

５．Tリンパ球抗原受容体からの細胞内シグナル伝達経路の概略を言える

６．cross-presentationの必要性としくみを言える

第10回  抗血清と抗体

予習内容：生化学及び生理学の教科書を開き、蛋白質の電気泳動の方法、血清蛋白質の電気泳動パターンと各分画の濃度、正常

の血清蛋白質濃度を確認しておく。

予習時間：45分

復習内容：免疫グロブリン分子のポリペプチド構成を模式図に描き、各ポリペプチドの分子量とアミノ酸数を記入する。また、

ポリペプチド鎖間のジスルフィド結合の位置から、Fab断片とF(ab')2断片の違いが明確にわかるように各断片の模式図を描く。

復習時間：75分

１．血清タンパク質の各分画に、どのような分子が含まれるかを概説出来る

２．免疫操作を繰り返すと、血清タンパク質のどの分画が増えるかを言える

３．免疫グロブリン分子のポリペプチド構成と、各ポリペプチドのおよその分子量を説明出来る

４．IgG分子を酵素分解して生じるFab, Fc, F(ab')2の各断片について、その分子量やポリペプチド構成を説明出来る

５．抗体がウイルスを中和する仕組みを複数に分けて説明出来る

第11回  抗体分子の構造と機能

予習内容：指定参考書である「解明病理学」の免疫の項を参考にして、免疫グロブリン分子のドメイン構造とは何かを調べてお

く。

予習時間：30分

復習内容：IgG分子とIgM分子のドメイン構造の模式図を描き、各ドメインの名称を書き込む。また、アスパラギン結合糖鎖の付

加部位、補体C1qの結合部位、Fc受容体との結合に関与するアミノ酸残基がどこにあるかを模式図に描き込む。

復習時間：90分

１．免疫グロブリン分子のドメインとは何か、その一次構造と二次構造から説明出来る

２．IgGとIgMの分子構造の違いを、ドメインモデルを用いて説明出来る

３．ヒンジとは何かを、免疫グロブリン各クラスのドメイン構造の違いから説明出来る

４．分泌型IgAを構成するポリペプチドを、ドメインモデルを援用して説明出来る

５．抗体分子のアイソタイプとアロタイプの違いを説明出来る

６．ヒトIgGサブクラスの構造と機能の違いを説明出来る

７．抗体分子のエフェクター機能を、それぞれのを担うドメインの違いを含めて説明出来る

８．FcRnの機能と移行抗体の役割を説明出来る

９．polyIg受容体の機能と、分泌因子の由来を説明出来る
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第12回  Bリンパ球抗原受容体と抗原によるBリンパ球の活性化

予習内容：生化学の教科書を開き、細胞内のシグナル伝達機構を復習して、転写制御因子の核内移行のしくみを模式図に整理し

ておく。

予習時間：40分

復習内容：配布しているコースガイドの、実習の説明を参照し、蛍光抗体法によってBリンパ球表面の抗原受容体を検出する手順

と、蛍光顕微鏡で見える画像のイメージをノートに記す。また、配布プリントと、指定参考書である「解明病理学」の免疫の項

を参考に、Bリンパ球抗原受容体から核内へのシグナル伝達の模式図をノートに描き、ITAMモチーフがどこにあるか、Btk酵素

が何をするか、NFκBの核内移行に必要な条件は何かを整理する。

復習時間：75分

１．Bリンパ球が膜型免疫グロブリンを持つことが、どのようにして発見されたかを言える

２．膜型免疫グロブリンと血清中の抗体分子との構造の違いを言える

３．Bリンパ球抗原受容体にどのようなアイソタイプの免疫グロブリンがあるかを言える

４．抗原分子による架橋とは何かを言える

５．膜型免疫グロブリンがIgα・Igβと会合している理由を言える

６．ITAMとは何かを言える

７．アダプター分子とは何かを言える

８．NFκBの機能を言える

９．膜型免疫グロブリンが架橋された時起こる細胞内シグナル伝達の主要な経路を言える

第13回  補体と食細胞

予習内容：生理学の教科書を開き、血液凝固系のカスケード反応を復習する。また、指定参考書である「解明病理学」の免疫の

項を参照し、古典経路による補体の活性化の過程をノートに写しておく。さらに、生化学の教科書を開き、GPIアンカー蛋白質

とは何かを調べる。

予習時間：60分

復習内容：配布プリントとノートを参照し、補体活性化の３経路を模式図に整理する。また、アナフィラトキシンが免疫応答と

炎症反応を結ぶ過程を、食細胞の動員と活性化の過程として模式図に描く。その上で、免疫学教室ホームページの過去の事例を

開き、C1インヒビター欠損症の臨床像、発作性夜間血色素尿症の発症機序、補体欠損症とギラン・バレー症候群の項目を読む。

復習時間：90分

１．補体活性化の3つの経路を言える

２．古典経路における補体活性化の順序を言える

３．代替経路の活性化に関わる機序を言える

４．C3チックオーバーの役割を言える

５．アナフィラトキシンがオプソニン化に関わる役割を言える

６．膜侵襲複合体の構成と機能を言える

７．補体受容体の細胞分布と機能を言える

８．好中球とマクロファージに分布するFc受容体の違いを言える

９．補体活性化の制御機構をDAFとCD59を中心に説明できる

１０．C1インヒビターの欠損によって起こる疾患の病態を言える

１１．発作性夜間血色素尿症の発症機序を言える

１２．補体活性化を抑制する抗体医薬の特徴を言える

第14回  Fc受容体の構造と機能

予習内容：指定参考書の「解明病理学」を参照し、複数のFc受容体の分子構造と細胞分布の違いを調べておく。

予習時間：30分

復習内容：配布プリントと指定参考書の「解明病理学」の模式図を、図書館にあるJaneway's Immunobiologyと比較し、Fc受

容体の分子構造をノートに整理する。

復習時間：60分

１．高親和性IgE Fc受容体の細胞分布と、好塩基球・マスト細胞の機能を説明出来る

２．高親和性IgG Fc受容体が食細胞機能に果たす役割を言える

３．好中球が発現するIgG Fc受容体を言える

４．GPIアンカーのIgG Fc受容体が果たす機能を言える

５．ADCCとは何かを説明出来る

６．B細胞が発現する抑制性IgG Fc受容体の作用機序を説明出来る

７．ITIMとは何かを説明出来る

８．FcRnの機能と、移行抗体を説明出来る

第15回  免疫系の細胞と組織

予習内容：生理学の教科書を開き、血球系の分化を復習して、リンパ球の分化についてどのような記述がなされているかを確認

する。また、組織学の教科書を開いて、脾臓内の血液の流れがどのように記述されているかを確認する。

予習時間：60分

復習内容：リンパ球再循環の経路を自分で模式図に描き、リンパ節の拡大図を入れて、リンパ節の傍濾胞領域にTリンパ球が集ま

り、濾胞にBリンパ球が集まるしくみを、それに関わるケモカイン分子と、それらケモカインを産生する細胞の分布から説明する

模式図を描く。また、脾臓における血液の流れをフローチャートに纏める。

復習時間：75分

１．骨髄と胸腺で作られるリンパ球は、互いにどのように異なるかを説明出来る

２．一次リンパ組織と二次リンパ組織の違いを言える

３．骨髄における血球系細胞分化の概略を説明出来る

４．リンパ節を皮質と髄質に分け、皮質を構成する濾胞と傍濾胞領域の細胞構成と機能の違いを説明出来る

５．リンパ球再循環に果たす高内皮細静脈の役割を説明出来る

６．脾臓の特殊な構造を、赤脾髄と白脾髄の違い、および血管系の特徴に絞って説明出来る

７．リンパ節を構成する細胞が、どのような経路を通って骨髄から移動してくるかを言える

８．リンパ節皮質の傍濾胞領域と濾胞を形成するリンパ球が、なぜそれぞれ別の領域に集まるかを、ケモカインをキーワードに

説明出来る

９．リンパ球再循環の過程を説明出来る

１０．濾胞樹状細胞と樹状細胞の違いを言える
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予習内容：生理学の教科書を開き、血球系の分化を復習して、リンパ球の分化についてどのような記述がなされているかを確認

する。また、組織学の教科書を開いて、脾臓内の血液の流れがどのように記述されているかを確認する。

予習時間：60分

復習内容：リンパ球再循環の経路を自分で模式図に描き、リンパ節の拡大図を入れて、リンパ節の傍濾胞領域にTリンパ球が集ま

り、濾胞にBリンパ球が集まるしくみを、それに関わるケモカイン分子と、それらケモカインを産生する細胞の分布から説明する

模式図を描く。また、脾臓における血液の流れをフローチャートに纏める。

復習時間：75分

１．骨髄と胸腺で作られるリンパ球は、互いにどのように異なるかを説明出来る

２．一次リンパ組織と二次リンパ組織の違いを言える

３．骨髄における血球系細胞分化の概略を説明出来る

４．リンパ節を皮質と髄質に分け、皮質を構成する濾胞と傍濾胞領域の細胞構成と機能の違いを説明出来る

５．リンパ球再循環に果たす高内皮細静脈の役割を説明出来る

６．脾臓の特殊な構造を、赤脾髄と白脾髄の違い、および血管系の特徴に絞って説明出来る

７．リンパ節を構成する細胞が、どのような経路を通って骨髄から移動してくるかを言える

８．リンパ節皮質の傍濾胞領域と濾胞を形成するリンパ球が、なぜそれぞれ別の領域に集まるかを、ケモカインをキーワードに

説明出来る

９．リンパ球再循環の過程を説明出来る

１０．濾胞樹状細胞と樹状細胞の違いを言える

第16回  免疫グロブリン遺伝子

予習内容：指定参考書である「解明病理学」の、免疫グロブリン分子可変部の多様性形成機構の図を見て、その説明を読んでお

く。また、免疫グロブリン遺伝子の図とその説明を参照し、クラススイッチと体細胞高頻度突然変異の両方に関与するDNAへに

誘導酵素は何かを調べておく。

予習時間：45分

復習内容：配布プリントと「解明病理学」の免疫の項を参照して、免疫グロブリン分子可変部の多様性形成機構を、断片の組合

わせと接合部多様性に分けてノートに整理する。また、ヒトの免疫グロブリン遺伝子定常部の染色体上での並びをノートに整理

し、S-S組換えの模式図を描く。

復習時間：60分

１．免疫グロブリン分子可変部を構成する遺伝子断片の名前と、それぞれのおよその数を、軽鎖と重鎖に分けて言える

２．リーダーペプチドの機能を言える

３．免疫グロブリン分子可変部遺伝子断片の再構成の順序を言える

４．免疫グロブリン遺伝子の組換えシグナル配列（RSS）とは何かを言える

５．シグナルジョイントとコーディングジョイントの違いを言える

６．12/23の法則と、何故それが必要かを説明出来る

７．免疫グロブリン可変部遺伝子の再構成に関わる酵素を言える

８．接合部の多様性（junctional diversity）が形成されるしくみを言える

９．遺伝子断片の組合せと接合部の多様性によって形成される可変部多様性のおよその数をそれぞれ言える

１０．膜型免疫グロブリンと分泌型抗体との切り替え機構を、「ポリA」をキーワードに説明出来る

１１．免疫グロブリン重鎖定常部の遺伝子が、染色体上にどのような順番で並んでいるかを言える

１２．AID酵素の機能を説明出来る

１３．クラススイッチの分子機構を説明出来る

１４．免疫グロブリン分子可変部の体細胞高頻度突然変と重鎖定常部のクラススイッチとが同時に起こる理由を説明出来る

１５．サイトカインによるクラススイッチの制御機構を、「転写」をキーワードに説明出来る

第17回  Bリンパ球の分化と体内分布

予習内容：これまでの講義プリントとノートを参照し、Bリンパ球抗原受容体のシグナル伝達機構と、免疫グロブリン可変部遺伝

子の多様性形成機構を復習しておく。

予習時間：60分

復習内容：Bリンパ球分化における自己反応性受容体除去の複数の過程を、レセプターエディティング、脾臓での移行型Bリンパ

球の選択、濾胞への移動に分けてノートに纏める。

復習時間：60分

 １．Bリンパ球の分化における骨髄ストロマ細胞の役割を言える

 ２．プレB受容体を構成するポリペプチドを言える

 ３．免疫グロブリン分子可変部遺伝子の再構成が進む順序を言える

 ４．大型プレBリンパ球（large preB cell）が分裂する理由を言える

 ５．Bリンパ球分化におけるBtk酵素の役割を言える

 ６．receptor editingとは何かを言える

 ７．Bリンパ球分化の各段階におけるRag1/Rag2, TdT, λ5, VpreB, Igα, Igβの発現の変動を説明出来る

 ８．骨髄、脾臓、リンパ節における自己反応性Bリンパ球の割合の変化を言える

 ９．自己反応性Bリンパ球除去における脾臓の役割を言える

１０．移行型Bリンパ球（transitional B cells）の特徴を言える

１１．自己反応性Bリンパ球の選別におけるBAFFとBAFF受容体の役割を言える

１２．Bリンパ球の活性化と選別における濾胞樹状細胞の役割を言える

１３．メモリーBリンパ球が発現する抗原受容体の特徴を言える

１４．抗体産生細胞の特徴と体内分布を言える
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予習内容：これまでの講義プリントとノートを参照し、Bリンパ球抗原受容体のシグナル伝達機構と、免疫グロブリン可変部遺伝

子の多様性形成機構を復習しておく。

予習時間：60分

復習内容：Bリンパ球分化における自己反応性受容体除去の複数の過程を、レセプターエディティング、脾臓での移行型Bリンパ

球の選択、濾胞への移動に分けてノートに纏める。

復習時間：60分

 １．Bリンパ球の分化における骨髄ストロマ細胞の役割を言える

 ２．プレB受容体を構成するポリペプチドを言える

 ３．免疫グロブリン分子可変部遺伝子の再構成が進む順序を言える

 ４．大型プレBリンパ球（large preB cell）が分裂する理由を言える

 ５．Bリンパ球分化におけるBtk酵素の役割を言える

 ６．receptor editingとは何かを言える

 ７．Bリンパ球分化の各段階におけるRag1/Rag2, TdT, λ5, VpreB, Igα, Igβの発現の変動を説明出来る

 ８．骨髄、脾臓、リンパ節における自己反応性Bリンパ球の割合の変化を言える

 ９．自己反応性Bリンパ球除去における脾臓の役割を言える

１０．移行型Bリンパ球（transitional B cells）の特徴を言える

１１．自己反応性Bリンパ球の選別におけるBAFFとBAFF受容体の役割を言える

１２．Bリンパ球の活性化と選別における濾胞樹状細胞の役割を言える

１３．メモリーBリンパ球が発現する抗原受容体の特徴を言える

１４．抗体産生細胞の特徴と体内分布を言える

第18回  MHCとTリンパ球による抗原認識

予習内容：免疫学教室ホームページの「わかる！独説免疫学」を読み、Tリンパ球による抗原認識役割とその機構を予習する。

予習時間：20分

復習内容：配布プリントと、指定参考書である「解明病理学」の図を参照し、MHC分子とペプチドの複合体の立体構造がわかる

よう、ノートに模式図を描く。

復習時間：60分

１．MHCクラスⅠ分子とクラスⅡ分子のポリペプチド構成の違いを言える

２．MHCクラスⅠ分子に提示されるペプチドは、細胞質内のタンパク質に由来することを説明出来る

３．細胞表面に発現したMHCクラスⅠ分子には、そのペプチド結合溝に必ず細胞質のタンパク質に由来するペプチドが載ってい

る理由を説明出来る

４．MHCクラスⅡ分子には細胞外から取り込まれたタンパク質由来のペプチドが載り、細胞質内のタンパク質に由来するペプチ

ドは載らない理由を説明出来る

５．MHCクラスⅡ分子が何故必要かを説明出来る

６．T細胞抗原受容体、MHC分子、MHC分子のペプチド結合溝にはまったペプチドが、３分子の複合体を形成して安定化するこ

との意義を説明出来る

第19回  Tリンパ球抗原受容体とその遺伝子

予習内容：免疫グロブリン遺伝子に関する講義のプリントとノートを見直し、免疫グロブリン可変部の多様性形成機構を復習し

ておく。

予習時間：30分

復習内容：Tリンパ球抗原受容体の多様性形成機構と、免疫グロブリン可変部の多様性形成機構を並べて整理し、両者の共通点と

相違点を書き出す。

復習時間：45分

１．Tリンパ球抗原受容体のポリペプチド構成を言える

２．Tリンパ球抗原受容体のシグナル伝達におけるCD3分子複合体の役割を言える

３．Tリンパ球抗原受容体可変部遺伝子の多様性形成機構が、免疫グロブリン分子可変部遺伝子の多様性形成機構とどの点で同じ

で、どの点で違うかを説明出来る

４．Tリンパ球抗原受容体可変部遺伝子の再配列の順序を言える

５．Tリンパ球抗原受容体可変部の多様性形成における接合部の多様性の役割を言える

６．プレT受容体を構成するポリペプチドを言える

第20回  胸腺におけるTリンパ球の分化

予習内容：組織学の教科書を開いて、胸腺の構造を復習しておく。

予習時間：20分

復習内容：指定参考書である「解明病理学」の図も参考にしつつ、胸腺におけるTリンパ球抗原受容体の正の選択と負の選択が、

それぞれ胸腺組織のどこで、どのように起こるかを整理する。

復習時間：60分

１．胸腺の組織構築を皮質と髄質に分けて説明し、それぞれを構成する細胞の由来を言える

２．共通リンパ系幹細胞が増殖し、ダブルネガティブ細胞からダブルポジティブ細胞を経てシングルポジティブ細胞になる過程

が、それぞれ胸腺のどこで起こるかを言える

３．T細胞抗原受容体の正の選択が、ダブルポジティブ細胞からシングルポジティブ細胞への分化と同時に起こるしくみを説明出

来る

４．胸腺の皮質で起こるT細胞抗原受容体の選択と、髄質で起こる選択とがどのように違うかを説明出来る

５．T細胞抗原受容体α鎖のreceptor editingが、胸腺のどこで起こるかを説明出来る

６．自己反応性Tリンパ球除去における胸腺髄質上皮細胞の重要な役割を説明出来る

第21回  エフェクターT細胞の機能

予習内容：指定参考書である「解明病理学」の免疫の項を開き、Th1細胞とTh2細胞の分化について予習しておく。

予習時間：30分

復習内容： 配布プリントとノートを参照し、ナイーブCD4陽性T細胞の活性化の過程で、どのようなサイトカインがTh1/Th2バ

ランスを決定するかを模式図に纏める。

復習時間：45分

１．ナイーブTリンパ球の最初の活性化に樹状細胞が果たす役割を説明出来る

２．樹状細胞のToll様受容体や、ナチュラルキラー細胞がTh1細胞の分化に果たす役割を説明出来る

３．Th1細胞の産生する主要なサイトカインの機能を、特にウイルス感染防御の観点から説明出来る

４．花粉抗原などが繰り返し侵入する場合、何故Th2優位のエフェクターT細胞分化が起こるかを説明出来る

５．Th17細胞がどのような条件下で分化するかを説明出来る

６．細胞傷害性Tリンパ球のエフェクター機能を担う分子を説明出来る
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第22回  T-B細胞間相互作用

予習内容：講義プリントを出して、リンパ節の濾胞と傍濾胞領域の細胞構成を復習する。また、指定参考書である「解明病理

学」の免疫の項を開き、T-B細胞間相互作用について予習する。

予習時間：60分

復習内容：体細胞高頻度突然変異から、抗体の抗原結合親和性の成熟に至る過程を、抗原結合能の選択がどこで起こるかに焦点

を置いて、胚中心の構造と併せた模式図に描く。

復習時間：60分

１．Bリンパ球の活性化にヘルパーTリンパ球の果たす役割をCD40をキーワードとして説明出来る

２．胚中心の形成機構を説明出来る

３．抗体の親和性成熟に胚中心と濾胞樹状細胞の果たす役割を説明出来る

４．T細胞非依存性抗原とはどのようなものかを説明出来る

第23回  サイトカインと免疫応答の調節

予習内容：Tリンパ球のエフェクター機能に関する講義のプリントとノートを見直し、Tリンパ球の産生するサイトカインの種類

とその機能を復習しておく。

予習時間：60分

復習内容：CD4陽性Tリンパ球がTh1/Th2/Th17/Tfh細胞サブセットに分化する過程で作用するシグナル伝達分子と、核内転写

制御因子を、模式図に纏めて整理する。

復習時間：60分

１．サイトカインとは何かを言える

２．Th1, Th2, Th17細胞の産生する主要なサイトカインの機能を言える

３．サイトカイン受容体のシグナル伝達機構を概説出来る

４．核内転写制御因子がエフェクターTリンパ球の分化に果たす役割を言える

５．エフェクターTリンパ球の分化が相互に制御されるしくみを言える

６．アレルギー反応の発症にサイトカインが果たす役割を言える

第24回  T細胞メモリーの分子機構

予習内容：講義プリントとノートを参照して、Bリンパ球メモリーの形成機構と、リンパ球再循環の経路を復習しておく。

予習時間：60分

復習内容： セントラルメモリーT細胞、エフェクターメモリーT細胞、滞在型（レジデント）メモリーT細胞の体内分布と、それ

を決めるサイトカイン受容体を、一覧にして比較できる模式図を作る。

復習時間：60分

１．ナイーブなTリンパ球の最初の活性化と、メモリーTリンパ球の再活性化の違いを、時間軸をキーワードに説明出来る

２．メモリーTリンパ球を中枢メモリー細胞と末梢（エフェクター）メモリー細胞とに分け、それぞれの細胞表面分子の特徴と、

体内分布を言える

３．メモリーT細胞の再活性化が迅速に起こる理由を、核内転写因子とDNAメチル化をキーワードにして説明出来る

４．再活性化されたエフェクターT細胞の運命を、CD4陽性Tリンパ球とCD8陽性Tリンパ球の場合に分けて説明出来る

５．メモリーT細胞の寿命維持機構を説明出来る

第25回  MHC遺伝子と疾患感受性

予習内容：指定参考書である「解明病理学」を開き、ヒトのMHC遺伝子領域にどのような遺伝子座があるか、各遺伝子座の対立

遺伝子数はどのくらいか、クラスⅠ及びクラスⅡ遺伝子産物のポリペプチド構成と機能は何かを予習しておく。また、免疫応答

遺伝子現象に関する解説を読んで、わからないところをノートにメモする。

予習時間：60分

復習内容：講義プリントを参照して、連鎖不平衡とMHCハプロタイプの意味を理解する。また、クラスⅡ分子が、α鎖とβ鎖の組

合せにより多様性を増すしくみを理解する。さらに、免疫応答現象を説明する二つの説を、ノートに模式図を描いて説明してみ

る。

復習時間：75分

１．ヒトのMHC遺伝子座が、第６染色体にどのような順番で並んでいるかを簡単に説明出来る

２．MHC遺伝子座と、各遺伝子座における対立遺伝子の違いを言える

３．MHC遺伝子産物が共優性に発現するとはどういうことかを言える

４．MHCクラスⅡ分子のα鎖とβ鎖がどのように組み合わせられるかを説明出来る

５．連鎖不平衡の意味を説明出来る

６．MHC遺伝子型と感受性が連鎖する、主要なヒト疾患を挙げられる

７．免疫応答遺伝子現象とは何かを言える

８．MHC遺伝子型と疾患感受性の関係を、免疫応答遺伝子現象から説明出来る

９．免疫応答遺伝子現象の起こるしくみを、遺伝子多型によるペプチド結合溝の構造の違いと、Tリンパ球抗原受容体の「レパト

アの孔」の二つのやり方で説明出来る

１０．ヒトMHCクラスⅡ遺伝子型と関節リウマチの関係を簡単に説明出来る

１１．MHC遺伝子型とエイズ発症の関係を説明出来る

１２．MHCハプロタイプとは何かを説明出来る

１３．補体欠損症とMHCクラスⅡ遺伝子型の連鎖について実例を挙げて説明出来る

１４．ヒトと病原体との関わりによりMHC遺伝子型の選択が起こっていることを、実例を挙げて説明出来る
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予習内容：指定参考書である「解明病理学」を開き、ヒトのMHC遺伝子領域にどのような遺伝子座があるか、各遺伝子座の対立

遺伝子数はどのくらいか、クラスⅠ及びクラスⅡ遺伝子産物のポリペプチド構成と機能は何かを予習しておく。また、免疫応答

遺伝子現象に関する解説を読んで、わからないところをノートにメモする。

予習時間：60分

復習内容：講義プリントを参照して、連鎖不平衡とMHCハプロタイプの意味を理解する。また、クラスⅡ分子が、α鎖とβ鎖の組

合せにより多様性を増すしくみを理解する。さらに、免疫応答現象を説明する二つの説を、ノートに模式図を描いて説明してみ

る。

復習時間：75分

１．ヒトのMHC遺伝子座が、第６染色体にどのような順番で並んでいるかを簡単に説明出来る

２．MHC遺伝子座と、各遺伝子座における対立遺伝子の違いを言える

３．MHC遺伝子産物が共優性に発現するとはどういうことかを言える

４．MHCクラスⅡ分子のα鎖とβ鎖がどのように組み合わせられるかを説明出来る

５．連鎖不平衡の意味を説明出来る

６．MHC遺伝子型と感受性が連鎖する、主要なヒト疾患を挙げられる

７．免疫応答遺伝子現象とは何かを言える

８．MHC遺伝子型と疾患感受性の関係を、免疫応答遺伝子現象から説明出来る

９．免疫応答遺伝子現象の起こるしくみを、遺伝子多型によるペプチド結合溝の構造の違いと、Tリンパ球抗原受容体の「レパト

アの孔」の二つのやり方で説明出来る

１０．ヒトMHCクラスⅡ遺伝子型と関節リウマチの関係を簡単に説明出来る

１１．MHC遺伝子型とエイズ発症の関係を説明出来る

１２．MHCハプロタイプとは何かを説明出来る

１３．補体欠損症とMHCクラスⅡ遺伝子型の連鎖について実例を挙げて説明出来る

１４．ヒトと病原体との関わりによりMHC遺伝子型の選択が起こっていることを、実例を挙げて説明出来る

第26回  移植免疫と腫瘍免疫

予習内容：免疫学教室ホームページから過去の事例を参照し、移植片対宿主病の事例を読んでおく。

予習時間：45分

復習内容：シクロスポリンとバシリキシマブの作用機序を、Tリンパ球活性化の細胞内機構及びサイトカイン遺伝子発現の模式図

を描いて、自分のノートで説明文にしてみる。

復習時間：60分

１．Tリンパ球抗原受容体の正の選択の結果、同種異系の移植片に対して強い免疫反応が起こることを説明出来る

２．自家移植、（同種）同系移植、（同種）異系移植、異種移植の違いを説明出来る

３．急性拒絶反応の経過を説明出来る

４．拒絶反応を担うエフェクター機構と、促進拒絶反応の起こるしくみを説明出来る

５．急性拒絶反応は、実際は虚血性壊死の誘発であると考えられる理由を説明出来る

６．移植片対宿主病の起こる条件と、移植片対宿主病と拒絶反応の違いを言える

７．慢性拒絶反応の起こる条件を言える

８．Tリンパ球による抗原認識の当然の帰結として、体内に出現する突然変異細胞はウイルス感染細胞と同じように排除の対象と

なることを説明出来る

９．免疫不全症患者の病態がヒト腫瘍に対する免疫反応の存在を示すことを説明出来る

１０．ヒトの癌組織に浸潤したTリンパ球が、患者の予後を決定している事実を例を挙げて説明出来る

１１．主要な免疫抑制薬の作用機序を言える

１２．Tリンパ球抗原受容体のシグナル伝達におけるカルシニューリンの役割を説明できる

１３．Tリンパ球の活性化におけるIL-2受容体α鎖の役割を説明できる

１４．キメラ抗体、ヒト化抗体、完全ヒト型抗体の違いを説明できる

１５．ヒト免疫グロブリンのアロタイプを説明できる

１６．抗体医薬の定常部として、ヒトIgG1が頻繁に用いられる理由を説明できる

１７．ファージディスプレイ法の概略を説明できる

１８．試験管内における高親和性抗体の選択法を説明できる

１９．ヒト免疫グロブリン遺伝子座トランスジェニックマウスの利点を説明できる

第27回  アレルギーと自己免疫病

予習内容：指定参考書である「解明病理学」を開き、アレルギー反応を４型を予習する。また、免疫学教室ホームページから過

去の事例を参照し、接触皮膚炎と食物アレルギーの項目を読んでおく。

予習時間：60分

復習内容：アレルギー反応の４型を自ら表に纏め、それぞれの型の発症機序と代表的なヒト疾患の例を記入する。

復習時間：60分

１．１型アレルギー反応の発症機序を言える

２．気管支喘息において、気道の狭窄が二相に分かれて起こる理由を説明出来る

３．薬剤誘起性溶血性貧血や薬剤誘起性血小板減少性紫斑病の発症機序を、「ハプテン」をキーワードにして説明出来る

４．溶血性貧血は、補体による赤血球の「溶解」が発症機序はないことを説明出来る

５．分子相同性とは何かを説明出来る

６．微生物感染の後に、しばしば自己抗原に反応する抗体が出来る理由を、T-cell bypassの機序で説明出来る

７．重症筋無力症の発症機序を説明出来る

８．免疫複合体とは何かを説明出来る

９．免疫複合体による組織傷害が実は補体に依存しないことを、実験的証拠とヒトの病態から説明出来る

１０．接触皮膚炎の発症機序を説明出来る

１１．４型アレルギー反応の発症におけるTh17細胞の役割を説明出来る

第28回  原発性免疫不全症候群

予習内容：講義プリントを読み返して、Bリンパ球とTリンパ球の分化過程で、どのような酵素の遺伝子やサイトカインの機能が

重要だったかを復習する。

予習時間：60分

復習内容：共通γ鎖がどのようなサイトカインのシグナル伝達に働くかを、プリントを見ながら模式図に整理し、共通γ鎖欠損症

では、どうしてTリンパ球とNK細胞の両方が分化できなくなるのか、何故Bリンパ球は欠損しないか、それにも関わらず最終的

に「複合型」免疫不全症の表現型になるのは何故かを説明してみる。

復習時間：90分

１．無ガンマグロブリン血症であっても、グラム陰性菌の感染には比較的耐性で、グラム陽性菌の感染に感受性が高くなる理由

を説明出来る

２．X染色体連鎖無ガンマグロブリン血症の発症機序を、Btkをキーワードとして説明出来る

３．補体欠損症の病態から、細菌感染症に対する補体の役割を説明出来る

４．共通γ鎖の欠損により重症複合型免疫不全症候群となる理由を説明出来る

５．ADA欠損症に対する遺伝子治療の方法を説明出来る

６．高IgM症候群では、何故IgMが高値になり、他のアイソタイプは産生されないのか、そのしくみを説明出来る

７．補体第２因子あるいは第４因子の欠損症が、自己免疫病様の病変形成に結び付くしくみを説明出来る

８．慢性肉芽腫症の発症機序を、食細胞NADPHオキシダーゼをキーワードに説明出来る
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予習内容：講義プリントを読み返して、Bリンパ球とTリンパ球の分化過程で、どのような酵素の遺伝子やサイトカインの機能が

重要だったかを復習する。

予習時間：60分

復習内容：共通γ鎖がどのようなサイトカインのシグナル伝達に働くかを、プリントを見ながら模式図に整理し、共通γ鎖欠損症

では、どうしてTリンパ球とNK細胞の両方が分化できなくなるのか、何故Bリンパ球は欠損しないか、それにも関わらず最終的

に「複合型」免疫不全症の表現型になるのは何故かを説明してみる。

復習時間：90分

１．無ガンマグロブリン血症であっても、グラム陰性菌の感染には比較的耐性で、グラム陽性菌の感染に感受性が高くなる理由

を説明出来る

２．X染色体連鎖無ガンマグロブリン血症の発症機序を、Btkをキーワードとして説明出来る

３．補体欠損症の病態から、細菌感染症に対する補体の役割を説明出来る

４．共通γ鎖の欠損により重症複合型免疫不全症候群となる理由を説明出来る

５．ADA欠損症に対する遺伝子治療の方法を説明出来る

６．高IgM症候群では、何故IgMが高値になり、他のアイソタイプは産生されないのか、そのしくみを説明出来る

７．補体第２因子あるいは第４因子の欠損症が、自己免疫病様の病変形成に結び付くしくみを説明出来る

８．慢性肉芽腫症の発症機序を、食細胞NADPHオキシダーゼをキーワードに説明出来る

第29回  HIV感染とエイズ

予習内容：免疫学教室ホームページから、過去の事例を参照し、エイズの事例について読んでおく。

予習時間：40分

復習内容：HIV感染からエイズの発症に至る過程で何が起こっているかを、模式図を描いて整理する。

復習時間：45分

１．HIV感染症の疫学を概括出来る

２．現在東アジア･東南アジアでHIVの感染爆発が起こっている理由を説明出来る

３．近畿地方におけるHIV感染の拡がりの実態を説明出来る

４．HIVの感染受容体を説明出来る

５．HIV感染初期に末梢のエフェクターメモリー細胞が激減する理由を説明出来る

６．HIV感染とエイズ発症の違いを説明出来る

７．エイズ患者に見られる典型的な日和見感染症の例を挙げられる

８．APOBEC3酵素の機能を言える

９．エリート感染者とはどのような人たちかを説明出来る

第30回  炎症性疾患の臨床と治療

予習内容：アレルギーの講義プリントとノートを開き、Ⅲ型とⅣ型のアレルギー反応のメカニズムを復習しておく。

予習時間：45分

復習内容：全身性エリテマトーデスと関節リウマチの発症メカニズムの違いを、その病態と、有効な治療法の違いから説明でき

るか、自分のノートに模式図を描き、箇条書きにしてみる。

復習時間：60分

１．膠原病･自己免疫疾患の典型的病変を言える

２．抗炎症薬の変遷を言える

３．免疫学の進歩により出現したサイトカインやその受容体に対する「生物学的製剤」の作用機序と効果を言える

４．口腔感染症の起因菌の特徴と、口腔感染症が全身疾患の病態形成に果たす役割を理解できるようにする

定期試験

　生体防御コースの講義、実習、テュートリアルを通して学んだ内容について、多肢選択式、穴埋め式、図への描き込み式、お

よび記述式を交えた試験を行う。所謂「過去問」の暗記だけでは合格できない試験を行う。また、テュートリアルの事例からは

必ず出題する。

■ホームページ

近畿大学医学部　免疫学教室　http://www.med.kindai.ac.jp/immuno/

テュートリアル教育への取り組み　http://www.med.kindai.ac.jp/immuno/tutorial.htm
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シラバス№： 1811900068

病因・病態（病原微生物学）科目名　：

英文名　：

角田　郁生・藤田　貢・朴　雅美・佐藤　文孝・尾村　誠一担当者　：

医学科開講学科：

150時間 開講期： 必修科目必修選択の別：開講年次：単　位　： 2年次

科目区分： 専門科目

備　考　：

■授業概要・方法等

「病因・病態」の主題は、「侵襲と生体防御」である。ここでは、生体に対する生物学的な侵襲の実体を理

解し、それらに対して我々の身体がどのように反応し、自己を防衛するかを学ぶ。ヒト個体の恒常性や遺伝的

同一性を脅かすような生物学的脅威、即ち体外からの異種遺伝子の侵入（ウイルス感染）、異種細胞あるいは

同種異系細胞の侵入（細菌・寄生虫の感染や移植片の移入）、そして自己体細胞の遺伝的変異（突然変異細胞

やがん細胞の出現）に対して、生体がどのように反応し、いかにして個体を維持するかを理解することは、医

学を学ぶ上で極めて重要である。

　このユニットにおける学生教育は、微生物学と免疫学の二講座を中心とした系統講義と実習に、テュートリ

アル形式による自己学習を組み合わせて行われる。最初の３週間は、様々な微生物の性状と病原微生物による

感染症の病態を、指定教科書を用いた講義と実習を通して学ぶ。次いで後半の３週間余りで、炎症反応による

組織修復や生体防御のメカニズムと、多細胞個体の恒常性と遺伝的同一性を維持する獲得免疫反応のしくみ

を、テュートリアルと講義・実習を通じ分子レベルから学ぶ。

　我々が普段健康に生きているということは、実際には、体内も含めた環境中に存在する様々な微生物による

不断の侵襲を、何とか水際で防いでいる、ということに他ならない。そのため、我々の生体防御機構にわずか

な破綻が生じたり、生体防御機構に打ち勝つ病原体が現れたりすると、我々は瞬く間に微生物の脅威、すなわ

ち感染症の危険に曝されることになる。人類が進化の過程で「病原体による選択」を経て抵抗性の形質を獲得

してきたことは、遺伝子レベルでも示されている。諸君が医学を学び、将来患者さんの治療や健康維持・増進

を考える上で、このような微生物と我々の相対的な力のバランスをよく理解することが非常に重要である。ま

た、病気による組織傷害や症状の多くは、実は病原体そのものによるよりも、むしろそれに対する生体反応に

よって生じる。このユニットで学ぶ外因性および内因性の病態形成メカニズムは、実際の臨床の現場で病気の

症状の「よって来る所以」を把握し、これを制御する方策を考える上で、極めて有用な基盤を提供することに

なる。

　このため、このユニットでは講義の最中にも頻繁に学生からの発言を求め、前半の3週間では途中で講義の総

括と学生の理解評価を行って、学習課題の修得状況を確認する。また、後半の3週間ではアクティブラーニング

を重視し、テュートリアルの他、講義中に提示した課題に対するレポート作成を行わせる。

　成績評価は、テュータによるテュートリアルへの取り組み評価（ノート作成を含む）、講義中の課題レポー

ト及び実習レポートの評価、ユニット終了後の試験による評価を総合して行う。なお、講義･実習･テュートリ

アルは、それぞれ2/3以上の出席が必要であり、これらの何れかで1/3以上欠席した場合は、このユニットの成

績を不可とする。

　本ユニットの修得は、本学部のディプロマポリシー１，２，３の達成に関わる。

■学習・教育目標及び到達目標

関連ディプロマポリシー

　①プロフェッショナルとしての高い使命感と倫理観を持ち、人に愛され、人に信頼され、人に尊敬される医師を目指すこと。

　②患者に対する思いやりと奉仕の精神、また、チームワークにおける協調精神を身につけること。

　③医師になるために必要な医学の知識と技能を修得し、さらに日々向上に努めること。

関連教育アウトカム

　①倫理とプロフェッショナリズム

　②医学的知識

キーワード

　細菌、ウイルス、真菌、寄生虫、感染症

病因・病態（病原微生物学）コースとして上記の関連教育アウトカムを達成するため、下記項目を学習・教育目標とする。

　一般目標（GIOs）

　１．細菌の基本構造・分類・代謝・遺伝と、細菌の病原性因子、宿主の基本的生体防御機構、環境と微生物

の関わり、常在細菌叢の意義、滅菌と消毒について理解する。

　２．個々の病原細菌について、その性状と感染症を理解する。

　３．真菌の基本的な構造・分類・代謝・遺伝と、病原性について理解し、個々の真菌の性状と感染症につい

て、基本的な知識を得るする。

　４．ウイルスの基本的な構造・分類・複製様式・遺伝・生活環を知り、ウイルスの病原性、感染機構、宿主

の基本的防御機構機構、ウイルス感染の予防法や治療法について理解する。

　５．グラム染色、細菌の分離培養と定性試験、抗生物質感受性試験について、実技を通して学ぶ。

　６．個々の病原ウイルスについて、その性状と感染症（特に新興・再興感染症、下痢、肝障害、発がん、出

血熱、神経感染症）について理解する。

　７．原虫および寄生虫の多様な世界と、それらによる感染症について理解する。

上記の学習・教育目標の到達レベルを知るための具体的な目標を以下に示す。

　行動目標（SBOs）

　1-1. 細菌の基本的な構造・分類・代謝・遺伝について説明できる

　1-2. 細菌の様々な病原性因子について説明できる

　1-3. 宿主の基本的な生体防御機構について説明できる

　1-4. 化学療法について説明できる

　1-5. 滅菌・消毒について説明できる

　1-6. 社会の感染症対策について説明できる

　2-1. 各種病原細菌について、その性状・病原性・感染症の疫学と病態・治療法などを説明できる

　2-2. グラム染色の原理について説明できる

　2-3. 細菌の分離培養法および同定法の原理について説明できる

　2-4. 細菌の抗生物質感受性試験について、その原理を説明できる

　3-1. 真菌の基本的な構造・分類・代謝・遺伝について説明できる

　3-2. 真菌の病原性や毒素について説明できる

　3-3. 個々の真菌の性状と感染症について説明できる

　4-1. ウイルスの基本的な構造・増殖様式・遺伝について説明できる

　4-2. ウイルスの感染機構と病原性について説明できる

　4-3. ウイルスによる発癌機構について説明できる

　4-4. ウイルスに対する宿主の基本的防御機構について説明できる

　4-5. ワクチンや抗ウイルス薬について説明できる

　5-1. 実習で用いた病原性細菌について、それらの性状・病原性・感染症の疫学と病態・治療法などを説明で

　　　　きる

　5-2. グラム染色の手技について説明できる

　5-3. 細菌の分離培養法および同定法について、具体的な手技を説明できる

　5-4. 細菌の抗生物質感受性試験について、具体的な手技を説明できる

　6-1. おもな病原ウイルスの性状とその感染症について説明できる

　6-2. 神経ウイルス感染症の病態と、プリオンの性質について説明できる

　6-3. ウイルス性下痢症、肝障害、発がん、出血熱について説明できる

　6-4. 新興・再興感染症について説明できる

　7-1. 主要な原虫と寄生虫の、性状・分類・生活環について説明できる

　7-2. 代表的な原虫・寄生虫感染症について説明できる
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関連ディプロマポリシー

　①プロフェッショナルとしての高い使命感と倫理観を持ち、人に愛され、人に信頼され、人に尊敬される医師を目指すこと。

　②患者に対する思いやりと奉仕の精神、また、チームワークにおける協調精神を身につけること。

　③医師になるために必要な医学の知識と技能を修得し、さらに日々向上に努めること。

関連教育アウトカム

　①倫理とプロフェッショナリズム

　②医学的知識

キーワード

　細菌、ウイルス、真菌、寄生虫、感染症

病因・病態（病原微生物学）コースとして上記の関連教育アウトカムを達成するため、下記項目を学習・教育目標とする。

　一般目標（GIOs）

　１．細菌の基本構造・分類・代謝・遺伝と、細菌の病原性因子、宿主の基本的生体防御機構、環境と微生物

の関わり、常在細菌叢の意義、滅菌と消毒について理解する。

　２．個々の病原細菌について、その性状と感染症を理解する。

　３．真菌の基本的な構造・分類・代謝・遺伝と、病原性について理解し、個々の真菌の性状と感染症につい

て、基本的な知識を得るする。

　４．ウイルスの基本的な構造・分類・複製様式・遺伝・生活環を知り、ウイルスの病原性、感染機構、宿主

の基本的防御機構機構、ウイルス感染の予防法や治療法について理解する。

　５．グラム染色、細菌の分離培養と定性試験、抗生物質感受性試験について、実技を通して学ぶ。

　６．個々の病原ウイルスについて、その性状と感染症（特に新興・再興感染症、下痢、肝障害、発がん、出

血熱、神経感染症）について理解する。

　７．原虫および寄生虫の多様な世界と、それらによる感染症について理解する。

上記の学習・教育目標の到達レベルを知るための具体的な目標を以下に示す。

　行動目標（SBOs）

　1-1. 細菌の基本的な構造・分類・代謝・遺伝について説明できる

　1-2. 細菌の様々な病原性因子について説明できる

　1-3. 宿主の基本的な生体防御機構について説明できる

　1-4. 化学療法について説明できる

　1-5. 滅菌・消毒について説明できる

　1-6. 社会の感染症対策について説明できる

　2-1. 各種病原細菌について、その性状・病原性・感染症の疫学と病態・治療法などを説明できる

　2-2. グラム染色の原理について説明できる

　2-3. 細菌の分離培養法および同定法の原理について説明できる

　2-4. 細菌の抗生物質感受性試験について、その原理を説明できる

　3-1. 真菌の基本的な構造・分類・代謝・遺伝について説明できる

　3-2. 真菌の病原性や毒素について説明できる

　3-3. 個々の真菌の性状と感染症について説明できる

　4-1. ウイルスの基本的な構造・増殖様式・遺伝について説明できる

　4-2. ウイルスの感染機構と病原性について説明できる

　4-3. ウイルスによる発癌機構について説明できる

　4-4. ウイルスに対する宿主の基本的防御機構について説明できる

　4-5. ワクチンや抗ウイルス薬について説明できる

　5-1. 実習で用いた病原性細菌について、それらの性状・病原性・感染症の疫学と病態・治療法などを説明で

　　　　きる

　5-2. グラム染色の手技について説明できる

　5-3. 細菌の分離培養法および同定法について、具体的な手技を説明できる

　5-4. 細菌の抗生物質感受性試験について、具体的な手技を説明できる

　6-1. おもな病原ウイルスの性状とその感染症について説明できる

　6-2. 神経ウイルス感染症の病態と、プリオンの性質について説明できる

　6-3. ウイルス性下痢症、肝障害、発がん、出血熱について説明できる

　6-4. 新興・再興感染症について説明できる

　7-1. 主要な原虫と寄生虫の、性状・分類・生活環について説明できる

　7-2. 代表的な原虫・寄生虫感染症について説明できる

■成績評価方法および基準

実習レポート（ルーブリック） 15%

形成評価試験 10%

コース試験 75%

■試験・課題に対するフィードバック方法

レポートは教員がコメントを添えて返却します。

形成試験は、複数の教員の前で学会方式で結果を口頭発表し、教員が質疑応答で理解を確認します。

試験終了後（試験期間終了後）に模範答案を微生物学講座のホームページに掲載します。

■教科書

[ISBN]9784260034562 『標準微生物学　第13版 (Standard textbook)』 (医学書院 : 2018)

[ISBN]9784524254835 『シンプル微生物学(改訂第6版)』 (南江堂 : 2018)

■参考文献

[ISBN]9781555814793 『Principles of Virology: Volume 1: Molecular Biology』 (S. Jane Flint, ASM Press : 2008)

[ISBN]9781451105636 『Fields Virology (Knipe, Fields Virology)』 (David M. Knipe, Lippincott Williams & Wilkins :

2013)

[ISBN]9780071791045 Microbiology PreTest Self-Assessment and Review, 14th Matthew Grisham　ed　McGraw-Hill

Education

[ISBN]9780815345510 『Janeway's Immunobiology』 (Kenneth Murphy, Garland Science : 2016)

[ISBN]9780323479783 『Cellular and Molecular Immunology, 9e』 (Abul K. Abbas MBBS, Saunders : 2017)
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[ISBN]9781555814793 『Principles of Virology: Volume 1: Molecular Biology』 (S. Jane Flint, ASM Press : 2008)

[ISBN]9781451105636 『Fields Virology (Knipe, Fields Virology)』 (David M. Knipe, Lippincott Williams & Wilkins :

2013)

[ISBN]9780071791045 Microbiology PreTest Self-Assessment and Review, 14th Matthew Grisham　ed　McGraw-Hill

Education

[ISBN]9780815345510 『Janeway's Immunobiology』 (Kenneth Murphy, Garland Science : 2016)

[ISBN]9780323479783 『Cellular and Molecular Immunology, 9e』 (Abul K. Abbas MBBS, Saunders : 2017)

■関連科目

機能Ⅱ 病理学 生命科学　血液･膠原病内科学

臨床検査医学 整形外科学（リウマチ性疾患） 皮膚科学　小児科学

■授業評価アンケート実施方法

実施規程に準拠して行う。

■研究室・メールアドレス

研究棟5階 微生物学教室・itsunoda@med.kindai.ac.jp

■オフィスアワー

ユニット期間中、及びその後ユニット試験までの期間、土曜日を含めて毎日、午後４時３０分より６時まで（土曜日は、午前９

時より午後１時まで）

■授業計画の内容及び時間外学修の内容・時間

第1回  微生物学とは

予習内容：「標準微生物学　第１章」を読んでおく。

予習時間：40分

復習内容：配布プリントと講義ノートを見直し、「世界６大感染症」、新興・再興感染症、微生物の分類（界、科、属など）を

箇条書きにする

復習時間：40分

微生物の一般性状や現代の感染症のトピックスについて説明できるようにする。

第2回  細菌の構造・機能

予習内容：「標準微生物学　第７章」を読んでおく。

「標準微生物学　第8章」を読んでおく。

予習時間：80分

復習内容：配布プリントと講義ノートを見直し、参考図書の「シンプル微生物学　P14-22」を読む。その後、

配布プリント内の問題を自力で解く。

参考図書の「シンプル微生物学　P22-30」を読む。

復習時間：80分

細菌の増殖・代謝

微生物の分類や細菌の構造と様々な機能について説明できるようにする

細菌の増殖機構や様々な代謝機構について説明できるようにする

第3回  細菌の遺伝学･病原性

予習内容：「標準微生物学　第9章および第10章」を読んでおく。

予習時間：40分

復習内容：配布プリントと講義ノートを見直し、参考図書の「シンプル微生物学　P31-55」を読んで、細菌の

変異、遺伝メカニズム、病原因子等について整理する。その後、配布プリント内の問題を自力で解く

復習時間：40分

細菌に特有の様々な遺伝形式と、細菌の病原性及び感染症について説明できるようにする

第4回  グラム陽性球菌

予習内容：「標準微生物学　P168-185」を読んでおく。

「標準微生物学　P186-202およびP269-276」を読んでおく。

予習時間：100分

復習内容：配布プリントと講義ノートを見直すとともに、参考図書の「シンプル微生物学　P117-128」を読

む。復習内容： 配布プリントと講義ノートを見直すとともに、参考図書の「シンプル微生物学　P166-181」を

読む。またCBTおよび国家試験の該当箇所の問題を解いてみる。

復習時間：100分

バシラス・グラム陽性桿菌

ブドウ球菌やレンサ球菌の性状と感染症について説明できるようにする

バシラス属やその他の環境中のグラム陽性菌の性状と感染症を説明できるようにする

第5回  腸内細菌

ビブリオ・ヘリコバクター

予習内容：「標準微生物学　P203-218」を読んでおく。

「標準微生物学　P218-227およびP262-268」を読んでおく。

予習時間：80分

復習内容：復習内容： 配布プリントと講義ノートを見直し、参考図書の「シンプル微生物学　P128-139」を読

む。復習内容： 配布プリントと講義ノートを見直し、参考図書の「シンプル微生物学　P140-153」を読む。そ

の後、配布プリント内の問題を自力で解く。

復習時間：80分

腸内細菌科に属する各種のグラム陰性菌の性状と感染症について説明できるようにする

ビブリオやヘリコバクター・ピロリなどの性状と感染症について説明できるようにする
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第5回  腸内細菌

ビブリオ・ヘリコバクター

予習内容：「標準微生物学　P203-218」を読んでおく。

「標準微生物学　P218-227およびP262-268」を読んでおく。

予習時間：80分

復習内容：復習内容： 配布プリントと講義ノートを見直し、参考図書の「シンプル微生物学　P128-139」を読

む。復習内容： 配布プリントと講義ノートを見直し、参考図書の「シンプル微生物学　P140-153」を読む。そ

の後、配布プリント内の問題を自力で解く。

復習時間：80分

腸内細菌科に属する各種のグラム陰性菌の性状と感染症について説明できるようにする

ビブリオやヘリコバクター・ピロリなどの性状と感染症について説明できるようにする

第6回  緑膿菌

グラム陰性好気性菌

予習内容：「標準微生物学　P228-241」を読んでおく。

「標準微生物学　P231-241」を読んでおく。

予習時間：80分

復習内容：復習内容： 配布プリントと講義ノートを見直すとともに、参考図書の「シンプル微生物学　P153-

166」を読む。復習内容： 配布プリントと講義ノートを見直すとともに、参考図書の「シンプル微生物学

P155-166」を読む。またCBTおよび国家試験の該当箇所の問題を解いてみる

復習時間：80分

緑膿菌およびその類似菌の性状や感染症について説明できるようにする

その他のグラム陰性菌の性状や感染症について説明できるようにする

第7回  スピロヘータ・マイコプラズマ

リケッチア・クラミジア

予習内容：「標準微生物学　第22章および第25章」を読んでおく。

「標準微生物学　P307-322」を読んでおく。

予習時間：70分

復習内容：配布プリントと講義ノートを見直し、参考図書の「シンプル微生物学　P191-203」を読んで、スピ

ロヘータ、マイコプラズマの特徴、感染症について整理する。参考図書の「シンプル微生物学　P203-219」を

読む。またCBTおよび国家試験の該当箇所の問題を解いてみる。

復習時間：80分

スピロヘータやマイコプラズマの性状と感染症を説明できるようにする

リケッチアやクラミジアの性状と感染症を説明できるようにする

第8回  結核菌・らい菌･放線菌

予習内容：「標準微生物学　P276-298」を読んでおく。

予習時間：40分

復習内容：配布プリントと講義ノートを見直すとともに、参考図書の「シンプル微生物学　P182-191」を読む。またCBTおよ

び国家試験の該当箇所の問題を解いてみる

復習時間：40分

結核菌やらい菌の性状と感染症を説明できるようにする

第9回  抗菌薬と化学療法

予習内容：「標準微生物学　P143-164」を読んでおく

予習時間：20分

復習内容：配布プリントと講義ノートを見直すとともに、またCBTおよび国家試験の該当箇所の問題を解いてみる。

復習時間：40分

代表的な抗菌薬について説明できるようにする、耐性菌の問題を理解する

第10回  真菌学総論

予習内容：「標準微生物学　第28章」を読んでおく。

「標準微生物学　第29章」を読んでおく

予習時間：80分

復習内容：復習内容： 配布プリントと講義ノートを見直し、参考図書の「シンプル微生物学　P341-357」を読

んで、真菌の性状および分類、抗真菌薬について整理する。配布プリントと講義ノートを見直し、参考図書の

「シンプル微生物学　P359-365」を読んで、個々の真菌の特徴、真菌症について整理する。その後、配布プリント内の問題を

自力で解く

復習時間：80分

真菌の一般性状や病原性について説明できるようにする

個々の真菌の性状や感染症について説明できるようにする

第11回  生体防御 自然免疫

生体防御 液性免疫

生体防御 細胞性免疫 144



第11回  生体防御 自然免疫

生体防御 液性免疫

生体防御 細胞性免疫

予習内容：「標準微生物学　第3章ｐ19-29」を読んでおく。

「標準微生物学　第3章ｐ29-30と第43章」を読んでおく。

「標準微生物学　第3章ｐ30-36」を読んでおく

予習時間：120分

復習内容：配布プリントと講義ノートを見直し、またマクロファージ、好中球を中心とする自然免疫に関わる

細胞について、組織学で学んだ内容も復習する。獲得免疫と自然免疫の違いを整理する。必要に応じて参考図

書「シンプル微生物学第3編感染防御と免疫」を参照しＴ細胞とＭＨＣの関係を整理する。また授業で取り上げ

たＵＳＭＬＥ，ＣＢＴ，国家試験問題を解いてみる。

復習時間：120分

感染症に対する貪食細胞を中心とする免疫反応について説明できるようにする

感染微生物に対する抗体の役割について説明できるようにする

微生物感染におけるT細胞の役割について説明できるようにする

第12回  実験微生物学総論

細菌学総括

予習内容：コースガイドの 「微生物学実習の手引き」を読んでおく。

細菌学講義のプリントを参照し授業内容の理解と各教員の評価を整理しておく

予習時間：60分

復習内容：「標準微生物学第12、13章と付録」の講義の該当箇所を読んで講義ノートの整理を行う。

教員が学生の理解評価を行った後、コメントを返却するのでに内容を検討する

復習時間：60分

実験微生物学の基本手技について説明できるようにする

細菌学総論・各論の基礎知識のまとめと学生の理解評価を行う

第13回  ウイルスの構造と機能

予習内容：「標準微生物学　第30、31章」を読んでおく

予習時間：40分

復習内容：配布プリントと講義ノートを見直し、ウイルスの性状、ピコルナウイルスの構造、ウイルスの遺伝子の多様性につい

て整理する

復習時間：40分

ウイルスの基本構造やそれぞれの機能について説明できるようにする

第14回  ウイルスの感染と増殖

予習内容：「標準微生物学　第32および34章」を読んでおく

予習時間：40分

復習内容：配布プリントと講義ノートを見直し、参考図書の「シンプル微生物学　P221-234およびP253-258」を読む。その

後、配布プリント内の問題を自力で解く

復習時間：40分

ウイルスの感染機構と増殖機構について説明できるようにする

第15回  ピコルナ・フラビ・トガウイルス

予習内容：「標準微生物学　第38章の該当箇所」を読んでおく

予習時間：40分

復習内容：：配布プリントと講義ノートを見直し、プラス鎖RNAウイルスの増殖と感染症、とくにポリオウイル

ス、アルボウイルス、風疹ウイルスについて復習し、スライドに提示したCBTと国家試験の問題を回答する

復習時間：40分

プラス一本鎖RNAウイルスの性状と感染症について説明できるようにする

微生物学本試験

マークシート形式で講義の理解度を測る

第16回  パラミクソウイルス

予習内容：「標準微生物学　第38章Hパラミクソウイルス科」を読んでおく。

予習時間：40分

復習内容：配布プリントと講義ノートを見直し、モノネガウイルスに含まれるウイルス科を箇条書にする。麻疹ウイルスのワク

チンRinderpestウイルスの根絶について考察する

復習時間：40分

マイナス一本鎖RNAウイルスであるパラミクソウイルスについて説明できるようにする

第17回  ラブド・フィロ・ボルナウイルス

予習内容：「標準微生物学　第38章の該当箇所」を読んでおく

予習時間：40分

復習内容：配布プリントと講義ノートを見直し、モノネガウイルスであるパラミクソウイルス科のウイルスとラブド・フィロ・

ボルナウイルスの相違を整理する。またスライドに提示したCBTと国家試験の問題を回答する。

復習時間：40分

狂犬病ウイルス、エボラウイルス、ボルナウイルスを中心としたRNAウイルスの性状と感染症について説明でき

るようにする
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第17回  ラブド・フィロ・ボルナウイルス

予習内容：「標準微生物学　第38章の該当箇所」を読んでおく

予習時間：40分

復習内容：配布プリントと講義ノートを見直し、モノネガウイルスであるパラミクソウイルス科のウイルスとラブド・フィロ・

ボルナウイルスの相違を整理する。またスライドに提示したCBTと国家試験の問題を回答する。

復習時間：40分

狂犬病ウイルス、エボラウイルス、ボルナウイルスを中心としたRNAウイルスの性状と感染症について説明でき

るようにする

第18回  レオ・カリシ・アストロ・コロナウイルス

予習内容：「標準微生物学　第38章の該当箇所およびP591-592」を読んでおく。

予習時間：40分

復習内容：配布プリントと講義ノートを見直し、参考図書の「シンプル微生物学　P303-305、P311-314、P320-

323」を読んで、個々のウイルスの特徴、感染症について整理する。その後、配布プリント内の問題を自力で解く

復習時間：40分

ロタウイルス、ノロウイルスを中心としたRNAウイルスについて説明できるようにする

第19回  インフルエンザウイルス

予習内容：「標準微生物学　P461-471」を読んでおく

予習時間：40分

復習内容：配布プリントと講義ノートを見直すとともに、参考図書の「シンプル微生物学　P283-288」または「医科ウイルス

学　P333-342」を読む。

復習時間：40分

インフルエンザウイルスの性状と感染症について説明できるようにする

第20回  HTLV-1、HIV-1

予習内容：「標準微生物学　P500-523」を読んでおく

予習時間：40分

復習内容：配布プリントと講義ノートを見直すとともに、参考図書の「シンプル微生物学　P323-326」または「医科ウイルス

学　P407-423」を読む。

復習時間：40分

ヒトレトロウイルスの性状と感染症について説明できるようにする

第21回  ヘルペスウイルス

予習内容：「標準微生物学　第37章Ｂヘルペスウイルス科」を読んでおく

予習時間：40分

復習内容：配布プリントと講義ノートを見直すとともに、8つのヘルペスウイルスがおこす疾患を整理する。

また授業で取り上げたＵＳＭＬＥ，ＣＢＴ、国家試験の問題を自力で解いてみる

復習時間：40分

ヘルペスウイルスの性状と感染症について説明できるようにする

第22回  アデノウイルス、パピローマウイルス

予習内容：「標準微生物学　P424-436」を読んでおく。

予習時間：40分

復習内容：配布プリントと講義ノートを見直すとともに、参考図書の「シンプル微生物学　P277-282」を読む。またCBTおよ

び国家試験の該当箇所の問題を解いてみる

復習時間：40分

アデノウイルスやパピローマウイルスの性状と感染症について説明できるようにする

第23回  ウイルス感染と発がん

予習内容：「標準微生物学　P392-393」を読んでおく

予習時間：40分

復習内容：配布プリントと講義ノートを見直すとともに、参考図書の「シンプル微生物学　P247-253」を読む。またCBTおよ

び国家試験の該当箇所の問題を解いてみる

復習時間：40分

DNA発がんウイルスおよびRNA発がんウイルスの種類と発がん機構について説明できるようにする

第24回  ポックスウイルス・ウイルス感染の予防と治療

予習内容：「標準微生物学　P411-414および第43章」を読んでおく

予習時間：40分

復習内容：配布プリントと講義ノートを見直すとともに、参考図書の「シンプル微生物学　P255-271」を読む。またCBTおよ

び国家試験の該当箇所の問題を解いてみる

復習時間：40分

天然痘ウイルスの性状と感染と、その根絶について説明できるようにする
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予習内容：「標準微生物学　P411-414および第43章」を読んでおく

予習時間：40分

復習内容：配布プリントと講義ノートを見直すとともに、参考図書の「シンプル微生物学　P255-271」を読む。またCBTおよ

び国家試験の該当箇所の問題を解いてみる

復習時間：40分

天然痘ウイルスの性状と感染と、その根絶について説明できるようにする

第25回  ウイルス性出血熱

予習内容：「標準微生物学　第38章アレナウイルス科、ブニヤウイルス科P411-414」を読んでおく。また血小板・血液凝固の

メカニズムを復習しておく

予習時間：40分

復習内容：配布プリントと講義ノートを見直すとともに、「標準微生物学第6章バイオセーフティと病原微生物

の取り扱い」を読み、授業で取り上げたCBTおよび国家試験問題を解いてみる。

復習時間：40分

ウイルス性出血熱を引き起こすウイルスと、その病態について説明できるようにする

第26回  肝炎ウイルス

予習内容：「標準微生物学　P524-553」を読んでおく

予習時間：40分

復習内容：配布プリントと講義ノートを見直すとともに、参考図書の「シンプル微生物学　P327-334」を読む。またCBTおよ

び国家試験の該当箇所の問題を解いてみる

復習時間：40分

ヒトに肝炎を起こす複数種類のウイルスの性状と、それらの感染症について説明できるようにする

第27回  現代社会と感染症

予習内容：「標準微生物学　P567-586」を読んでおく。

予習時間：40分

復習内容：配布プリントと講義ノートを見直すとともに、参考図書の「シンプル微生物学　P392-410」を読む。またCBTおよ

び国家試験の該当箇所の問題を解いてみる

復習時間：40分

感染症をとりまく諸問題、特に新興感染症および再興感染症について説明できるようにする

第28回  急性神経ウイルス感染症　　免疫性神経ウイルス感染症

予習内容：解剖学・組織学・生理学で学習した中枢神経の４つの実質細胞のタイプと脳血液関門について復習

しておく。

微生物学講義の液性免疫と獲得免疫の講義スライドを復習しておく

予習時間：40分

復習内容：配布プリントと講義ノートを見直すとともに、「標準微生物学第47章の髄膜炎・脳炎の表を参照し

て急性神経ウイルス感染症の整理を行う。

配布プリントと講義ノートを見直すとともに、カンピロバクターの講義プリントも復習しギランバレー症候群について整理する

復習時間：40分

ウイルスの神経感染ルート、拡散と、主な急性ウイルス感染症について説明できる

ウイルス感染が契機として誘導される免疫性神経疾患について説明できる

第29回  プリオン・遅発性ウイルス感染症　ウイルス学総括

予習内容：微生物学講義の麻疹ウイルスの講義プリントを復習しておく。また標準微生物学第37章Ｅパルボウ

イルス」を読んでおく。

ウイルス学講義のプリントを参照し授業内容の理解と各教員の評価を整理しておく

予習時間：60分

復習内容：配布プリントと講義ノートを見直すとともに、ウイルスとプリオンの相違を整理する。

教員が学生の理解評価を行った後、コメントを返却するのでに内容を検討する

復習時間：60分

SSPE、PML、プリオン病について説明できる

ウイルス学総論・各論の基礎知識のまとめと学生の理解評価を行う

第30回  原虫・寄生虫

予習内容：「標準微生物学第41-42章」を読んでおく。

予習時間：60分

復習内容：講義プリントの復習を行い、教員の作成したプール問題を解いてみる。

復習時間：60分

原虫・寄生虫の生物学的性状と、個々の原虫・寄生虫が起こす感染症の病態について説明できるようにする

微生物学追・再試験

マークシート形式で講義の理解度を評価する

■ホームページ

近畿大学医学部　微生物学教室　http://www.med.kindai.ac.jp/microbio/nihongo.html
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シラバス№： 1811900046

病理学各論科目名　：

英文名　：

伊藤　彰彦・佐藤　隆夫・太田　善夫・伊藤　龍生・木村　雅友・

筑後　孝章・清水　重喜・前西　修・榎木　英介・田中　伴典・井上　敬夫・

萩山　満・木村 竜一朗・大谷　知之・土手　健作・礒崎　耕次

担当者　：

医学科開講学科：

60時間 開講期： 必修科目必修選択の別：開講年次：単　位　： 3年次

科目区分： 専門科目

備　考　：

■授業概要・方法等

病理学各論では、各種疾患について組織形態学的な病態理解に重点を置いた授業を行います。講義では豊富な組織写真を提示

し、その所見の取り方、病態との関連性、組織学的な診断基準などを丁寧に説明します。実習では重要な病態や疾患の典型的な

組織像をバーチャルスライド（ＰＣに取り込まれた画像をＰＣの画面上で観察）で学習します。組織形態学の習得は自学だけで

はなかなか難しいので、本授業を最大限に有効活用して下さい。

合否判定は、試験成績の他に、講義・実習への出席状況、実習態度などを加味して総合的に判断します。

試験は、以下の通り2度行います。

（1）実習口頭試問：実習標本（２年生時の総論を含む）から出題。教官が学生に対して１対１で口頭試問する。教官が標本を提

示し、病理所見を問うので、学生は標本を顕鏡（バーチャルスライド使用）し質問に答える。診断名のみではなく、病理組織像

の理解力を問う。

（2）筆記試験：総論・各論の講義、実習、及び演習内容から出題。病理学の総合的な理解力を問う。

試験の実施方法や勉強の仕方について詳しい説明を行いますので、最初の講義には必ず出席して下さい。

■学習・教育目標及び到達目標

関連ディプロマポリシー

①プロフェッショナルとしての高い使命感と倫理観を持ち、人に愛され、人に信頼され、人に尊敬される医師を目指すこと。

②患者に対する思いやりと奉仕の精神、また、チームワークにおける協調精神を身につけること。

③医師になるために必要な医学の知識と技術を習得し、さらに日々向上に努めること。

関連教育アウトカム

①病理学・病態学的知識

②病理診断の実践

③病理標本作製の知識

キーワード

病理診断、病態、病理所見

一般目標（GIOs）

１．病理学的な思考方法を身に付けるために、生理的及び病的な細胞反応・組織反応の基本を理解する。

２．疾患固有の病態を考察するために、病因を組織形態学的に解析する能力を養う。

３．病理診断の能力を身に付けるために、疾患特異的な病変の組織構築を理解する。

行動目標（SBOs）

１．炎症・修復・変性・腫瘍における細胞反応・組織反応の実態を顕鏡により理解する。

２．代表的な疾患の原因と病態を組織形態学的に説明できる。

３．病理組織標本を顕鏡（バーチャルスライド）し、病変を自ら見出しスケッチすることにより、病理診断を下す。

４．病理解剖症例の顕鏡（バーチャルスライド）を通じて、死に至らしめる疾患の全身的影響を理解する。

■成績評価方法および基準

筆記試験 50%

実習口頭試問 50%

■試験・課題に対するフィードバック方法

試験の要点をUNIVERSAL　PASSPORTに掲載します。
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■教科書

[ISBN]9784260020268 『標準病理学 第5版 (Standard Textbook)』 (医学書院 : 2015)

[ISBN]9784621086988 『ロビンス基礎病理学 原書9版』 (Vinay Kumar, 丸善出版 : 2014)

■参考文献

[ISBN]9786352417895 『はじめの一歩のイラスト病理学』 第2版 (羊土社 : 2017)

[ISBN]9784263731123 『NEWエッセンシャル 病理学 (エッセンシャルシリーズ)』 (医歯薬出版 : 2009)

[ISBN]9784758117722 『正常画像と比べてわかる 病理アトラス　改訂版～全身がみえてくる！ 118疾患1000画像』 (羊土

社 : 2015)

[ISBN]9784830604768 『組織病理アトラス』 (森谷 卓也, 文光堂 : 2015)

[ISBN]9784263200735 『病理組織の見方と鑑別診断―カラーアトラス』 (松原修, 医歯薬出版 : 2007)

[ISBN]9784787815064 『研修医のための病理マニュアル』 (診断と治療社 : 2008)

[ISBN]9784758300971 『病理学 (カラーイラストで学ぶ 集中講義)』 (メジカルビュー社 : 2016)

■関連科目

病理学総論（2年生）

■授業評価アンケート実施方法

実施規定に基づいて実施する。

■研究室・メールアドレス

pathol-2@med.kindai.ac.jp

■オフィスアワー

月、水、木、金曜日　12：00～13：00

■授業計画の内容及び時間外学修の内容・時間

下記の各課題名に含まれる授業１時間当たりの予習・復習について

予習内容：授業タイトルに対応する教科書・参考文献を読み、不明な語句について調べる

予習時間：15分

復習内容：授業中に書き込んだ内容を整理して、不明な部分を調べる

復習時間：15分

第1回  消化器疾患

"SBOs：

１．主な食道疾患をあげ，その病理学的特徴を説明できる。

２．急性胃炎と慢性胃炎の病理学的特徴を説明できる。

３．消化性潰瘍の原因と組織学的特徴を説明できる。

４．大腸炎症性疾患の主な種類をあげ，その特徴を説明できる。

５．食道腫瘍の主な種類をあげ，その特徴を説明できる。

６．胃腫瘍の種類と特徴を説明できる。

７．大腸腫瘍の主な種類をあげ，その特徴を説明できる。

８．消化器ポリポーシスの主なものを説明できる。"

第2回  消化器疾患（実習）

"SBOs：

１．食道扁平上皮癌の病理組織学的特徴を説明できる。

２．胃炎とH.ピロリ感染の特徴を説明できる。

３．胃印環細胞癌の病理組織学的特徴を説明できる。

４．胃粘液癌の病理組織学的特徴を説明できる。

５．カルチノイド腫瘍の病理組織学的特徴を説明できる。

６．クローン病の病理組織学的特徴を説明できる。

７．潰瘍性大腸炎の病理組織学的特徴を図示して説明できる。"

第3回  肝胆膵疾患

"GIO：代表的な肝臓疾患の病態と病理組織像を理解する。

SBOs：

１．各種肝炎の原因を知り、それぞれの病態と組織像の特徴を理解する。

２．肝硬変の組織構築を病態と関連付けて理解する。

３．肝臓に発生する種々の腫瘍について病理組織像を理解する。

４．胆管炎・胆嚢炎・膵炎の原因を知り、それぞれの病態と組織像の特徴を理解する。

５．糖尿病膵の病理組織学的な特徴を理解する。

６．胆管・胆嚢・膵臓に発生する腫瘍及び腫瘍様病変について病理組織像を理解する。

"
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"GIO：代表的な肝臓疾患の病態と病理組織像を理解する。

SBOs：

１．各種肝炎の原因を知り、それぞれの病態と組織像の特徴を理解する。

２．肝硬変の組織構築を病態と関連付けて理解する。

３．肝臓に発生する種々の腫瘍について病理組織像を理解する。

４．胆管炎・胆嚢炎・膵炎の原因を知り、それぞれの病態と組織像の特徴を理解する。

５．糖尿病膵の病理組織学的な特徴を理解する。

６．胆管・胆嚢・膵臓に発生する腫瘍及び腫瘍様病変について病理組織像を理解する。

"

第4回  肝胆膵疾患（実習）

"SBOs：

１．慢性肝炎の組織像で新犬山分類を行うことができる。

２．肝硬変の定義と分類を行うことができる。

３．肝細胞癌の病理組織像を説明できる。

４．急性膵炎の成因と病理組織像を説明できる。

５．慢性膵炎の成因と病理組織像を説明できる。

６．浸潤性膵管癌の病理組織像を説明できる。"

第5回  呼吸器疾患

"GIO：呼吸器系の構造と機能を理解し，非腫瘍性呼吸器疾患の病因，病態について理解する。

SBOs：

１．びまん性肺胞傷害の病因・病態と病理組織像を説明できる。

２．間質性肺炎の病因，病態と病理組織像を説明できる。

３．肺気腫の病因，病態と病理組織像を説明できる。

４．原発性肺癌の分類とその病理組織像を述べることができる。

５．原発性肺癌の進展について述べることができる。

６．悪性胸膜中皮腫の病因と病理組織像を説明できる。

第6回  呼吸器疾患（実習）

"GIO：主な呼吸器疾患の病理組織像を肺構造と関連させて理解する。

SBOs：

１．気管支肺炎の病原体と炎症細胞の広がりを病理組織学的に説明できる。

２．びまん性肺胞傷害の組織学的変化を説明できる。

３．間質性肺炎で見られる肺の構造変化を病理組織学的に説明できる。

４．肺結核結節の構造を病理組織学的に説明できる。

５．サルコイドーシスの病理組織学的特徴を述べ結核結節との異同を説明できる。

６．肺腺癌、扁平上皮癌、小細胞癌の病理組織学的特徴を説明できる。"

第7回  心・血管疾患

"SBOs：

１．心奇形の主なものを列挙し説明できる。

２．心筋梗塞の原因と好発部位，組織学的経過，合併症を説明できる。

３．心内膜炎と弁膜症の原因と特徴を説明できる。

４．特発性心筋症の分類とその組織学的特徴を説明できる。

５．動脈瘤の種類と組織学的特徴を説明できる。

６．血管炎の主な種類と組織学的特徴を説明できる。"

第8回  血液疾患

"SBOs：

１．貧血の主な原因と病態を説明することができる。

２．白血病の病理学的特徴を説明することができる。

４．ホジキン病の特徴を説明することができる。

５．非ホジキン病の主な種類とその特徴を説明できる。"

第9回  血管、血液、運動器疾患（実習）

"SBOs：

１．急性骨髄性白血病の骨髄組織像を図示することができる．

２．慢性骨髄性白血病の骨髄組織像を図示することができる．

３．ホジキン病の特徴を図示することができる．

４．結節性多発動脈炎の特徴を図示することができる．"

第10回  乳腺疾患

"SBOs：

１．乳腺症と女性化乳房について概説できる。

２．線維腺腫と葉状腫瘍の組織像の違いが判る。

３．乳癌のうち乳管癌と小葉癌の違いが判る。

４．乳癌の治療感受性診断について理解している。"
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第11回  婦人科疾患

"SBOs：

１．女性生殖器の感染症の成因と肉眼・組織所見を説明できる。

２．子宮内膜症の成因と肉眼・組織所見が説明できる。

３．子宮内膜増殖症について説明できる。

４．子宮内膜癌について説明できる。"

第12回  乳腺、婦人科疾患（実習）

"SBOs：

１．上皮異形成－CISを説明することができる。

２．子宮頚癌（扁平上皮癌）について説明することができる。

３．非浸潤性乳管癌について説明できる。

４．浸潤性乳管癌について説明できる。"

第13回  運動器疾患

"GIO：主な運動器疾患の病因、病態について理解する。

SBOｓ：

１．骨粗鬆症の病因と病態を説明できる。

２．変形性関節症の病因と病態を説明できる。

３．関節リウマチの病理組織像を説明できる。

４．痛風の病理組織像を説明できる。"

第14回  骨軟部疾患

"GIO：腫瘍を中心とした主な骨軟部疾患の病因、病態について理解する。

SBOｓ：

１．骨肉腫、軟骨肉腫の病理組織像を説明できる。

２．ユーイング肉腫の病理組織像を説明できる。

３．骨巨細胞腫の病理組織像を説明できる。

４．平滑筋肉腫、脂肪肉腫等の肉腫の病理組織像を説明できる。

第15回  内分泌疾患

"SBOs：

１．下垂体腺腫の病態を説明できる。

２．甲状腺腫瘍を分類し、その特徴を説明できる。

３．褐色細胞腫を概説できる。

４．神経芽腫を概説し、小児腹部腫瘍（腎芽腫、奇形腫）との鑑別点を説明できる。"

第16回  泌尿器疾患

"GIO：腎の構造と機能を基本に，糸球体腎炎の病因，病態を理解する。

SBOs：

１．腎糸球体の構造と構成細胞を図示できる。

２．原発性糸球体腎炎の病理組織像を説明できる。

第17回  内分泌、泌尿器疾患（実習）

"GIO：主な内分泌，泌尿器，男性生殖器疾患の病理組織像を各臓器の組織構造と関連させて理解する。

SBOs：

１．甲状腺乳頭癌の組織構築と癌細胞の形態的特徴を説明できる。

２．メサンギウム増殖性糸球体腎炎の病理組織像を説明できる。

３．糖尿病性腎症で見られる糸球体の病理組織像を説明できる。

４．腎細胞癌の病理組織像を説明できる。

５．膀胱癌の病理組織像を説明できる。

６．前立腺癌の病理組織像を説明できる。

"

第18回  神経疾患

"SBOs：

１．脳血管系の解剖学的特徴について述べることができる。

２．脳出血の病態および病理学的特徴について述べることができる。

３．クモ膜下出血の病態および病理学的特徴について述べることができる。

４．脳梗塞の病態および病理学的特徴について述べることができる。

５．パーキンソン病の病態および病理学的特徴について述べることができる。

６．筋萎縮性側索硬化症の病態および病理学的特徴について述べることができる。

７．多発性硬化症の病態および病理学的特徴について述べることができる。

８．脊髄小脳変性症の病態および病理学的特徴について述べることができる。

９．アルツハイマー病の病態，組織像の特徴を説明できる。
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"SBOs：

１．脳血管系の解剖学的特徴について述べることができる。

２．脳出血の病態および病理学的特徴について述べることができる。

３．クモ膜下出血の病態および病理学的特徴について述べることができる。

４．脳梗塞の病態および病理学的特徴について述べることができる。

５．パーキンソン病の病態および病理学的特徴について述べることができる。

６．筋萎縮性側索硬化症の病態および病理学的特徴について述べることができる。

７．多発性硬化症の病態および病理学的特徴について述べることができる。

８．脊髄小脳変性症の病態および病理学的特徴について述べることができる。

９．アルツハイマー病の病態，組織像の特徴を説明できる。

第19回  神経疾患（実習）

"SBOs：

１．髄膜腫の組織像の特徴を説明できる。

２．星状膠細胞腫の組織像の特徴を説明できる。

３．膠芽腫の組織像の特徴を説明できる。

４．神経鞘腫の組織像の特徴を説明できる。

５．中枢神経の壊死について説明できる。"

第20回  病理学と病理医

"GIO：病理学が疾患病態学と病理診断学より成ることを理解する。

SBOs：

１．本ユニットで学んだ各種病変について、その組織形態学的所見を簡潔に説明できる。

２．病理学の疾患病態学的側面を説明できる。

３．病理医の業務内容を理解し，これからの医療の中での重要性を考察する。"

■ホームページ

近畿大学医学部病理学教室　http://www.med.kindai.ac.jp/patho/
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シラバス№： 1811900022

病理学総論科目名　：

英文名　：

伊藤　彰彦・佐藤　隆夫・太田　善夫・伊藤　龍生・木村　雅友・

筑後　孝章・清水　重喜・前西　修・榎木　英介・田中　伴典・井上　敬夫・

萩山　満・木村 竜一朗・大谷　知之・土手　健作・礒崎　耕次

担当者　：

医学科開講学科：

25時間 開講期： 必修科目必修選択の別：開講年次：単　位　： 2年次

科目区分： 専門科目

備　考　：

■授業概要・方法等

病理学総論では、組織形態学的な病態理解に焦点を絞った授業を行います。講義では豊富な組織写真を提示し、その所見の取り

方や病理学的な理解の方法を丁寧に説明します。実習では重要な病態や疾患の典型的な組織像をバーチャルスライド（ＰＣに取

り込まれた画像をＰＣの画面上で観察）で学習します。組織形態学の習得は自学だけではなかなか難しいので、本授業を最大限

に有効活用して下さい。

合否判定は、試験成績の他に、講義・実習への出席状況、実習態度などを加味して総合的に判断します。

試験は、筆記試験で、講義内容及び実習内容から出題します。基本的な理解力を問う。

なお、総論の実習内容は３年次の「病理学各論」のユニットで行う実習口頭試問の試験範囲に含まれます。

３年次の実習口頭試問では、実習標本（総論・各論を含む）から出題します。教官が学生に対して１対１で口頭試問する。教官

が標本を提示し、病理所見を問うので、学生は標本を顕鏡し質問に答える。診断名のみではなく、病理組織像の理解力を問う。

■学習・教育目標及び到達目標

関連ディプロマポリシー

①プロフェッショナルとしての高い使命感と倫理観を持ち、人に愛され、人に信頼され、人に尊敬される医師を目指すこと。

②患者に対する思いやりと奉仕の精神、また、チームワークにおける協調精神を身につけること。

③医師になるために必要な医学の知識と技術を習得し、さらに日々向上に努めること。

関連教育アウトカム

①病理学・病態学的知識

②病理診断の実践

③病理標本作製の知識

キーワード

病理診断、病態、病理所見

一般目標（GIOs）

１．病理学的な思考方法を身に付けるために、生理的及び病的な細胞反応・組織反応の基本を理解する。

２．疾患固有の病態を考察するために、病因を組織形態学的に解析する能力を養う。

３．病理診断の能力を身に付けるために、疾患特異的な病変の組織構築を理解する。

行動目標（SBOs）

１．炎症・修復・変性・腫瘍における細胞反応・組織反応の実態を顕鏡により理解する。

２．代表的な疾患の原因と病態を組織形態学的に説明できる。

３．病理組織標本を顕鏡（バーチャルスライド）し、病変を自ら見出しスケッチすることにより、病理診断を下す。

４．病理解剖症例の顕鏡（バーチャルスライド）を通じて、死に至らしめる疾患の全身的影響を理解する。

■成績評価方法および基準

筆記試験 100%

■試験・課題に対するフィードバック方法

試験の要点をUNIVERSAL　PASSPORTに掲載します。

■教科書

[ISBN]9784260020268 『標準病理学 第5版 (Standard Textbook)』 (医学書院 : 2015)

[ISBN]9784621086988 『ロビンス基礎病理学 原書9版』 (Vinay Kumar, 丸善出版 : 2014)
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[ISBN]9784260020268 『標準病理学 第5版 (Standard Textbook)』 (医学書院 : 2015)

[ISBN]9784621086988 『ロビンス基礎病理学 原書9版』 (Vinay Kumar, 丸善出版 : 2014)

■参考文献

[ISBN]9786352417895 『はじめの一歩のイラスト病理学』 第2版 (羊土社 : 2017)

[ISBN]9784263731123 『NEWエッセンシャル 病理学 (エッセンシャルシリーズ)』 (医歯薬出版 : 2009)

[ISBN]9784758117722 『正常画像と比べてわかる 病理アトラス　改訂版～全身がみえてくる！ 118疾患1000画像』 (羊土

社 : 2015)

[ISBN]9784830604768 『組織病理アトラス』 (森谷 卓也, 文光堂 : 2015)

[ISBN]9784263200735 『病理組織の見方と鑑別診断―カラーアトラス』 (松原修, 医歯薬出版 : 2007)

[ISBN]9784260021432 『組織病理カラーアトラス 第2版』 (坂本 穆彦, 医学書院 : 2015)

[ISBN]9784787815064 『研修医のための病理マニュアル』 (診断と治療社 : 2008)

[ISBN]9784525151614 『なるほどなっとく! 病理学   病態形成の基本的なしくみ』 (小林正伸, 南山堂 : 2015)

[ISBN]9784798028354 『図解入門よくわかる病理学の基本としくみ (メディカルサイエンスシリーズ)』 (田村 浩一, 秀和シス

テム : 2010)

[ISBN]9784816356414 『史上最強カラー図解 はじめての病理学』 (ナツメ社 : 2014)

■関連科目

病理学各論（3年生）

実習標本は病理学各論（3年生）での実習口頭試問の出題範囲に含まれます。

■授業評価アンケート実施方法

実施規定に基づいて実施する。

■研究室・メールアドレス

研究棟4階 病理学教室・pathol-2@med.kindai.ac.jp

■オフィスアワー

月、水、木、金曜日　12：00～13：00

■授業計画の内容及び時間外学修の内容・時間

下記の各課題に含まれる授業１時間当たりの予習・復習について

予習内容：授業タイトルに対応する教科書・参考文献を読み、不明な語句について調べる

予習時間：15分

復習内容：授業中に書き込んだ内容を整理して、不明な部分を調べる

復習時間：15分

第1回  病理学入門

GIO：病理学の中で病理診断とはどのような学問分野かを理解する。

SBOs：

１．病理医の役割について説明できる。

２. 病理診断男役割について説明できる。

３．病理医の不足について説明できる。

４．病理医の偏在について説明できる。

第2回  炎症の形態学

GIO：炎症における細胞反応・組織反応を理解する。

SBOs：

１．炎症に関与する細胞とその役割を知る。

２．炎症の経時的変化を形態学的に説明できる。

３．肉芽組織と肉芽腫について説明できる。

４．炎症の転帰と創傷治癒過程を組織形態学的に理解する。

第3回  実習（炎症の形態学１、創傷治癒）

GIO：炎症における細胞反応・組織反応を理解する。

SBOs：

１．病理組織標本の顕鏡手技に習熟する。

２．顕鏡を通じて炎症巣の様々な細胞を同定できる。

３．創傷治癒の経時的変化を組織形態学的に説明できる。

４．炎症巣の組織像から炎症の時間経過を推測できる。

第4回  上皮の病変

GIO：病理組織学の基本である「上皮性」を理解する。

SBOs：

１．上皮細胞及び「上皮性」とは何か、形態学的に説明できる。

２．正常な上皮の組織構築について例を挙げて説明できる。

３．びらん・潰瘍など上皮組織に生じる病変の構築を理解する。
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GIO：病理組織学の基本である「上皮性」を理解する。

SBOs：

１．上皮細胞及び「上皮性」とは何か、形態学的に説明できる。

２．正常な上皮の組織構築について例を挙げて説明できる。

３．びらん・潰瘍など上皮組織に生じる病変の構築を理解する。

第5回  変性

GIO：変性の概念を理解する。

SBOs：

１．細胞変性の病理像を理解し、具体例を列挙できる。

２．組織変性の病理像を理解し、具体例を列挙できる。

３．変性が起こる機序を説明できる。

第6回  実習（変性の形態学、胃の炎症）

GIO：炎症における細胞反応・組織反応を理解する。

SBOs：

１．病理組織標本の顕鏡を通じて病変内の様々な細胞を同定できる。

２．胃に生じた炎症巣の組織構築を説明できる。

第7回  循環障害１・２

GIO：循環障害の成因と病態を理解する。

SBOs：

１.充血、うっ血、虚血の違いを説明できる。

２.浮腫の定義と病態について説明できる。

３.出血の原因及び止血の機構とその異常を説明できる。

４.血栓、塞栓、梗塞の病態と転帰を説明できる。

５.全身循環障害の病態を説明できる。

第8回  動脈硬化

GIO：動脈硬化の病態と組織構築を理解する。

SBOs：

１．動脈硬化に関与する細胞とその役割を知る。

２．動脈硬化病変の経時的変化を形態学的に説明できる。

第9回  実習（炎症の形態学２、動脈硬化）

GIO：炎症における細胞反応・組織反応を理解する。

SBOs：

1．動脈硬化巣の組織構築を説明できる。

第10回  腫瘍病理学１～６

GIO：腫瘍とは何か、病理学的に理解する。

SBOs：

１．腫瘍細胞の形態学的特徴（核異型など）を説明できる。

２．腫瘍の組織構築の特徴（構造異型、浸潤など）を説明できる。

３．良性と悪性の違いを説明できる。

４．上皮性腫瘍と非上皮性腫瘍との違いを組織学的に説明できる。

５．腫瘍間質の組織構築と機能を説明できる。

６．前癌病変や腫瘍類似病変を形態学的に説明できる。

第11回  実習（癌の形態学、浸潤・転移）１・２

GIO：腫瘍増殖の実態を観察し理解する。

SBOs：

１．病理組織標本の顕鏡を通じて様々な腫瘍細胞を同定できる。

２．良性腫瘍と悪性腫瘍の違いを細胞及び組織形態学的に説明できる。

３．癌浸潤及び癌転移の組織像を理解し、生物学的な悪性度を病理学的に説明できる。

第12回  先天異常

GIO：遺伝性疾患、染色体異常、胎児障害などの先天性異常症についての病態及び組織学的変化について理解する。

SBOs：

１．常染色体遺伝による疾患名を列挙し病態及び組織学的変化を説明できる。

２．性染色体遺伝による疾患名を列挙し病態及び組織学的変化を説明できる。

３．染色体異常による疾患名を列挙し病態及び組織学的変化を説明できる。

４．胎児障害の原因及び病態を説明できる。

第13回  代謝異常

GIO：糖質、タンパク質などの代謝異常と蓄積症によって生じる多様な病態および組織学的変化を理解する。

SBOs：

１．糖代謝異常の成因、病態及び組織学的変化を説明できる。

２．タンパク・アミノ酸代謝異常の病態及び組織学的変化を説明できる。

３．核酸・ヌクレオチド代謝異常の病態及び組織学的変化を説明できる。

４．無機質代謝異常の病態及び組織学的変化を説明できる。
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第13回  代謝異常

GIO：糖質、タンパク質などの代謝異常と蓄積症によって生じる多様な病態および組織学的変化を理解する。

SBOs：

１．糖代謝異常の成因、病態及び組織学的変化を説明できる。

２．タンパク・アミノ酸代謝異常の病態及び組織学的変化を説明できる。

３．核酸・ヌクレオチド代謝異常の病態及び組織学的変化を説明できる。

４．無機質代謝異常の病態及び組織学的変化を説明できる。

第14回  メタボリックシンドローム

GIO：メタボリックシンドロームが引き起こす病態、各臓器の変化及び組織学的変化について学習し、正常組織とその違いを理

解する。

SBOs：

１．メタボリックシンドロームの成因を説明できる。

２．メタボリックシンドロームの病態及び組織学的変化を説明できる。

３．メタボリックシンドロームによる合併症名を列挙し、それら病態及び組織学的変化を説明できる。

■ホームページ

近畿大学医学部病理学教室　http://www.med.kindai.ac.jp/patho/
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シラバス№： 1811900021

薬理学科目名　：

英文名　：

髙橋　英夫・丹羽　淳子・西中　崇・山﨑　由衣担当者　：

医学科開講学科：

75時間 開講期： 必修科目必修選択の別：開講年次：単　位　： 2年次

科目区分： 専門科目

備　考　：

■授業概要・方法等

薬理学コースでは勉学する領域が臨床を含んで広範であり、かつそれぞれの分野に関連性があるため、各講義での断片的な知識

を総合したシステムとしての薬理学知識が必要である。したがって、薬理学の総合的な知識を問う試験(講義、演習に関する基礎

薬理学、臨床薬理学、漢方医学）を実施するので、医学・医療の総合的知識習得につとめていただきたい。パワーポイントスラ

イドを用いて講義を行うが、併せて同内容の資料を配布する。学生からの質問は講義前後や講義中において随時受け付けるが、

オフィスアワーを設け、学生が積極的に質問できる機会を設ける。学生の授業内容の理解状況を確認するための週試験、また

UNIT終了後の総括的評価のための本試験を行い、カリキュラムの習得度を評価する。

■学習・教育目標及び到達目標

関連ディプロマポリシー

①薬の基本的知識である物理化学、有機化学、生物化学などを整理して、プロフェッショナルとして薬物療法に必要な知識を身

につける。

②基礎医学領域の知識を整理して、さらに病態生理、作用機序を学ぶことで、臨床医学に必要な基本的な知識・理論を身につけ

ること。

③薬に関係する創薬科学、医療薬学、社会医学など広く医学の教養を備えるとともに、医師として果たすべき使命と役割の理解

につながる総合的判断力を備えること。

関連教育アウトカム

①倫理とプロフェッショナリズム

②医学的知識

③病態生理、作用機序についての基本的知識と論理的思考力

キーワード

　病因、病態、作用機序、治療

一般目標(GIOs)

１. 医療の発展における臨床研究の重要性について学ぶ。

２. 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。

３. 診療に必要な薬物治療の基本（薬理作用、副作用）を学ぶ。

行動目標(SBOs)

１. 薬物と生体との相互作用の結果生じる現象を理解できる。

２. 組織受容体と薬物受容体、イオンチャネル、イオントランスポーターの概念とその関連薬について理解できる。

３. 薬の生体内動態と薬力学を習得し、薬物相互作用、副作用、禁忌薬について理解できる。

４. 自律神経系（交感神経・副交感神経）について理解できる。

５. 薬物安全性・薬物不正使用と薬物関連法について理解できる。

６. 循環器疾患と循環器作用薬（高血圧治療薬・心不全治療薬・抗狭心症薬・抗不整脈薬・利尿薬）について理解できる。

７. 中枢神経系の疾患と中枢神経薬（抗不安薬・催眠薬・パーキンソン病治療薬・抗認知症薬・抗てんかん薬・抗うつ薬・統合失

調症治療薬）について理解できる。

８. 麻酔薬と麻薬性鎮痛薬について理解できる。

９. 造血不全の疾患と貧血治療薬・白血球減少症治療薬について理解できる。

１０. 消化器作用薬（潰瘍治療薬と腸に作用する薬物）について理解できる。

１１. 炎症の発症機序と非ステロイド性抗炎症薬・ステロイド性抗炎症薬について理解できる。代表的な炎症性疾患治療薬(関節

リウマチ治療薬など）について理解できる。

１２. 代謝性疾患とその治療薬(糖尿病治療薬・脂質異常症治療薬・痛風治療薬など）について理解できる。

１３. 内分泌疾患治療薬について理解できる。

１４．ビタミンとカルシウム代謝・リン代謝とその関連疾患（ビタミン欠乏症、骨粗鬆症など）と治療薬について理解できる。

１５．呼吸器作用薬(気管支喘息治療薬など）について理解できる。

１６. 免疫調整薬（免疫増強薬・免疫抑制薬）と臓器移植における薬物療法、抗アレルギー薬について理解できる。

１７. 出血性疾患と血栓性疾患の病態とその予防薬・治療薬について理解できる。

１８. 抗悪性腫瘍薬について理解できる。

１９. 抗感染症薬について理解できる。

２０. 漢方薬について説明できる。

２１．薬害・副作用について説明できる。

２２．動物実験の注意事項ならびに薬理学実験の基本的手法を身につける。

１－２１の修得はディプロマシーポリシー①～③、２１の修得はディプロマシーポリシー②の達成に関与している。

上記の目標は教育アウトカムの①「倫理とプロフェッショナルリズム」②「医学的知識」③「病態生理、作用機序についての基

本的知識と論理的思考力」に関与している。
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関連ディプロマポリシー

①薬の基本的知識である物理化学、有機化学、生物化学などを整理して、プロフェッショナルとして薬物療法に必要な知識を身

につける。

②基礎医学領域の知識を整理して、さらに病態生理、作用機序を学ぶことで、臨床医学に必要な基本的な知識・理論を身につけ

ること。

③薬に関係する創薬科学、医療薬学、社会医学など広く医学の教養を備えるとともに、医師として果たすべき使命と役割の理解

につながる総合的判断力を備えること。

関連教育アウトカム

①倫理とプロフェッショナリズム

②医学的知識

③病態生理、作用機序についての基本的知識と論理的思考力

キーワード

　病因、病態、作用機序、治療

一般目標(GIOs)

１. 医療の発展における臨床研究の重要性について学ぶ。

２. 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。

３. 診療に必要な薬物治療の基本（薬理作用、副作用）を学ぶ。

行動目標(SBOs)

１. 薬物と生体との相互作用の結果生じる現象を理解できる。

２. 組織受容体と薬物受容体、イオンチャネル、イオントランスポーターの概念とその関連薬について理解できる。

３. 薬の生体内動態と薬力学を習得し、薬物相互作用、副作用、禁忌薬について理解できる。

４. 自律神経系（交感神経・副交感神経）について理解できる。

５. 薬物安全性・薬物不正使用と薬物関連法について理解できる。

６. 循環器疾患と循環器作用薬（高血圧治療薬・心不全治療薬・抗狭心症薬・抗不整脈薬・利尿薬）について理解できる。

７. 中枢神経系の疾患と中枢神経薬（抗不安薬・催眠薬・パーキンソン病治療薬・抗認知症薬・抗てんかん薬・抗うつ薬・統合失

調症治療薬）について理解できる。

８. 麻酔薬と麻薬性鎮痛薬について理解できる。

９. 造血不全の疾患と貧血治療薬・白血球減少症治療薬について理解できる。

１０. 消化器作用薬（潰瘍治療薬と腸に作用する薬物）について理解できる。

１１. 炎症の発症機序と非ステロイド性抗炎症薬・ステロイド性抗炎症薬について理解できる。代表的な炎症性疾患治療薬(関節

リウマチ治療薬など）について理解できる。

１２. 代謝性疾患とその治療薬(糖尿病治療薬・脂質異常症治療薬・痛風治療薬など）について理解できる。

１３. 内分泌疾患治療薬について理解できる。

１４．ビタミンとカルシウム代謝・リン代謝とその関連疾患（ビタミン欠乏症、骨粗鬆症など）と治療薬について理解できる。

１５．呼吸器作用薬(気管支喘息治療薬など）について理解できる。

１６. 免疫調整薬（免疫増強薬・免疫抑制薬）と臓器移植における薬物療法、抗アレルギー薬について理解できる。

１７. 出血性疾患と血栓性疾患の病態とその予防薬・治療薬について理解できる。

１８. 抗悪性腫瘍薬について理解できる。

１９. 抗感染症薬について理解できる。

２０. 漢方薬について説明できる。

２１．薬害・副作用について説明できる。

２２．動物実験の注意事項ならびに薬理学実験の基本的手法を身につける。

１－２１の修得はディプロマシーポリシー①～③、２１の修得はディプロマシーポリシー②の達成に関与している。

上記の目標は教育アウトカムの①「倫理とプロフェッショナルリズム」②「医学的知識」③「病態生理、作用機序についての基

本的知識と論理的思考力」に関与している。

■成績評価方法および基準

本試験 40%

週試験（各週ごとの講義内容について筆記試験）＋演習（実習）レポート 40%

授業に取り組む姿勢（質疑応答） 20%

■試験・課題に対するフィードバック方法

週試験は、試験日最終講義時間に成績の評価および試験内容の解説の授業を行い、解答例（印刷物）を配布する。

本試験については、試験終了後に解答（印刷物）を配布する。

■教科書

毎時講義内容の資料を配布する。

■参考文献

[ISBN]9784524261758 『NEW薬理学(改訂第7版)』（田中千賀子・加藤隆一・成宮周編　南江堂　2017年）

[ISBN]978-4-621-08073-3『カッツング薬理学（原著第10版)』（Bertram G. Katzung著、柳澤輝行訳　丸善出版）

[ISBN]9784621089163 『臨床薬理学　ハーバード大学講義テキスト（原著3版）』（David E. Golan著、渡邉裕司訳　丸善出

版）

[ISBN]9784260017503 『標準薬理学（第7版)』（今井正・宮元英七 監修、飯野正光・鈴木秀典編　医学書院）

[ISBN]9784896325492 『薬がみえる　vol.1』（医療情報科学研究所、メディックメディア）

[ISBN]9784896325850 『薬がみえる　vol.2』（医療情報科学研究所、メディックメディア）

[ISBN]9784896326406 『薬がみえる　vol.3』（医療情報科学研究所、メディックメディア）

■関連科目

解剖学、生化学、生理学、免疫学、内科学

■授業評価アンケート実施方法

医学部実施規定に準拠して行う。

■研究室・メールアドレス

研究棟6階607号室 薬理学教室・dp-pharm@med.kindai.ac.jp

■オフィスアワー

月曜日・木曜日　PM5-6時

■授業計画の内容及び時間外学修の内容・時間

１．受容体概論　細胞膜受容体、イオンチャネル、作用薬と拮抗薬、細胞内情報伝達機構

２．自律神経系総論　交感神経系と副交感神経系の受容体の種類と分布、臓器の反応、伝達物質

３．薬物動態・薬力学　薬物の用量反応曲線と安全域、半減期、吸収・分布・代謝・排泄（ADME)、プラセボ効果

４．薬物不正使用・薬物相互作用・副作用・禁忌

①薬物乱用と薬物依存、薬物関連法と薬物の保管・管理

②医療の安全性について（薬物の重要な相互作用、副作用、禁忌）

５．循環器作用薬　循環器疾患の病因・病態と治療薬

①血圧上昇の仕組みと高血圧症の病態、高血圧治療薬の作用機序

②心不全・狭心症・不整脈の病態生理と治療薬の作用機序

③腎臓の機能と利尿薬の作用機序

６．中枢神経薬　中枢神経の構造と機能、神経系の種類と作用、受容体、中枢神経系の疾患の病態生理と治療薬

①不安障害、睡眠障害の病態と治療薬の作用機序

②パーキンソン病、アルツハイマー型認知症の病態とその治療薬の作用機序

③てんかん発作の病因と病態、抗てんかん薬の臨床応用

④中枢性骨格筋弛緩薬の臨床応用

⑤うつ病と躁病の病態と抗うつ薬、気分安定薬の薬理作用

⑥統合失調症の病因と病態、抗精神病薬の薬理作用

７．麻酔薬・麻薬性鎮痛薬　疼痛のメカニズムと全身性麻酔薬、局所麻酔薬、麻薬性鎮痛薬の作用機序と臨床応用

８．内分泌・代謝性疾患治療薬　糖代謝、脂質代謝ならびにその他代謝性疾患の病因と病態

①糖尿病の病態生理と合併症、その治療薬

②脂質異常症の成因、高尿酸血症と痛風の病態、治療薬

③ビタミンの生理機能とビタミン欠乏症、ビタミンの臨床応用

④カルシウム代謝とリン代謝、骨代謝機構

⑤骨粗鬆症の病因、病態と治療薬の薬理作用

９．造血不全治療薬　血球の産生と調節機構、貧血と白血球減少症、血小板減少症治療薬の薬理作用

１０．消化器作用薬

①胃腸運動の神経支配と胃液分泌機序、潰瘍の病因・病態と胃潰瘍治療薬の薬理作用

②下剤、潰瘍性大腸炎など腸疾患治療薬

１１．炎症総論・抗炎症薬

①炎症の発症機序、アラキドン酸カスケード機構と抗炎症薬の標的分子

②非ステロイド性抗炎症薬とステロイド性抗炎症薬の薬理作用と副作用

③関節リウマチの病態と治療薬、生物学的製剤

④肝炎、膵炎治療薬

１２．呼吸器作用薬

①気管支喘息の病態生理と治療薬の薬理作用

②慢性閉塞性肺疾患治療薬、鎮咳薬、去痰薬

１３．免疫機能に作用する薬物

①アレルギー反応や自己免疫疾患がおこる仕組み、臓器移植について

②免疫抑制薬と免疫刺激薬、抗アレルギー薬の作用機序と副作用

③ワクチンの特徴と臨床応用

１４．血液凝固・抗血栓薬

①出血性疾患と血栓性疾患の病態

②抗血小板薬、抗凝固薬、血栓溶解薬、止血薬の薬理作用と適応

１５．抗悪性腫瘍薬　腫瘍発生の機序と抗悪性腫瘍薬の種類の特徴、薬理作用

１６．抗感染症薬

①病原微生物の分類と特徴、抗菌薬の作用機序

②抗ウイルス薬、抗真菌薬の薬理作用、抗蠕虫薬、抗原虫薬と新興・再興感染症について

③薬剤耐性のメカニズム

１７．漢方医学　漢方医学の考え方と漢方薬の基礎知識

１８．薬害・副作用学

１９．演習・実習　実際の薬効を動物実験で体験して理解するとともに薬理学の代表的な実験方法を習得する。

①演習例示、②抗炎症薬・中枢神経作用薬、③平滑筋の収縮・弛緩に影響する薬物、

④麻酔薬、⑤鎮痛薬の５項目について、５回の演習日で全項目を履修する。

予習内容：授業タイトルに対応する解剖学、生理学、生化学、免疫学などを復習して、キーワードについて調べる。

予習時間：15分

復習内容：授業中に書き込んだ内容を整理して、不明な部分を調べる。

復習時間：15分
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１．受容体概論　細胞膜受容体、イオンチャネル、作用薬と拮抗薬、細胞内情報伝達機構

２．自律神経系総論　交感神経系と副交感神経系の受容体の種類と分布、臓器の反応、伝達物質

３．薬物動態・薬力学　薬物の用量反応曲線と安全域、半減期、吸収・分布・代謝・排泄（ADME)、プラセボ効果

４．薬物不正使用・薬物相互作用・副作用・禁忌

①薬物乱用と薬物依存、薬物関連法と薬物の保管・管理

②医療の安全性について（薬物の重要な相互作用、副作用、禁忌）

５．循環器作用薬　循環器疾患の病因・病態と治療薬

①血圧上昇の仕組みと高血圧症の病態、高血圧治療薬の作用機序

②心不全・狭心症・不整脈の病態生理と治療薬の作用機序

③腎臓の機能と利尿薬の作用機序

６．中枢神経薬　中枢神経の構造と機能、神経系の種類と作用、受容体、中枢神経系の疾患の病態生理と治療薬

①不安障害、睡眠障害の病態と治療薬の作用機序

②パーキンソン病、アルツハイマー型認知症の病態とその治療薬の作用機序

③てんかん発作の病因と病態、抗てんかん薬の臨床応用

④中枢性骨格筋弛緩薬の臨床応用

⑤うつ病と躁病の病態と抗うつ薬、気分安定薬の薬理作用

⑥統合失調症の病因と病態、抗精神病薬の薬理作用

７．麻酔薬・麻薬性鎮痛薬　疼痛のメカニズムと全身性麻酔薬、局所麻酔薬、麻薬性鎮痛薬の作用機序と臨床応用

８．内分泌・代謝性疾患治療薬　糖代謝、脂質代謝ならびにその他代謝性疾患の病因と病態

①糖尿病の病態生理と合併症、その治療薬

②脂質異常症の成因、高尿酸血症と痛風の病態、治療薬

③ビタミンの生理機能とビタミン欠乏症、ビタミンの臨床応用

④カルシウム代謝とリン代謝、骨代謝機構

⑤骨粗鬆症の病因、病態と治療薬の薬理作用

９．造血不全治療薬　血球の産生と調節機構、貧血と白血球減少症、血小板減少症治療薬の薬理作用

１０．消化器作用薬

①胃腸運動の神経支配と胃液分泌機序、潰瘍の病因・病態と胃潰瘍治療薬の薬理作用

②下剤、潰瘍性大腸炎など腸疾患治療薬

１１．炎症総論・抗炎症薬

①炎症の発症機序、アラキドン酸カスケード機構と抗炎症薬の標的分子

②非ステロイド性抗炎症薬とステロイド性抗炎症薬の薬理作用と副作用

③関節リウマチの病態と治療薬、生物学的製剤

④肝炎、膵炎治療薬

１２．呼吸器作用薬

①気管支喘息の病態生理と治療薬の薬理作用

②慢性閉塞性肺疾患治療薬、鎮咳薬、去痰薬

１３．免疫機能に作用する薬物

①アレルギー反応や自己免疫疾患がおこる仕組み、臓器移植について

②免疫抑制薬と免疫刺激薬、抗アレルギー薬の作用機序と副作用

③ワクチンの特徴と臨床応用

１４．血液凝固・抗血栓薬

①出血性疾患と血栓性疾患の病態

②抗血小板薬、抗凝固薬、血栓溶解薬、止血薬の薬理作用と適応

１５．抗悪性腫瘍薬　腫瘍発生の機序と抗悪性腫瘍薬の種類の特徴、薬理作用

１６．抗感染症薬

①病原微生物の分類と特徴、抗菌薬の作用機序

②抗ウイルス薬、抗真菌薬の薬理作用、抗蠕虫薬、抗原虫薬と新興・再興感染症について

③薬剤耐性のメカニズム

１７．漢方医学　漢方医学の考え方と漢方薬の基礎知識

１８．薬害・副作用学

１９．演習・実習　実際の薬効を動物実験で体験して理解するとともに薬理学の代表的な実験方法を習得する。

①演習例示、②抗炎症薬・中枢神経作用薬、③平滑筋の収縮・弛緩に影響する薬物、

④麻酔薬、⑤鎮痛薬の５項目について、５回の演習日で全項目を履修する。

予習内容：授業タイトルに対応する解剖学、生理学、生化学、免疫学などを復習して、キーワードについて調べる。

予習時間：15分

復習内容：授業中に書き込んだ内容を整理して、不明な部分を調べる。

復習時間：15分

■ホームページ

近畿大学　医学部　薬理学教室へようこそ　http://www.med.kindai.ac.jp/pharma/
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シラバス№： 1811900047

臨床各論Ⅰ外科学教室（外科学部門）科目名　：

英文名　：

奥野　清隆・竹山　宜典・安田　卓司・肥田　仁一・中居　卓也・

今野　元博・松本　逸平・木村　豊・所　忠男・新海　政幸・上田　和毅・

川村　純一郎・武部　敦士・安田　篤・白石　治・亀井　敬子・岩間　密・

石丸　英三郎

担当者　：

医学科開講学科：

150時間 開講期： 必修科目必修選択の別：開講年次：単　位　： 3年次

科目区分： 専門科目

備　考　：

■授業概要・方法等

授業は講義が主体である。上部、下部消化管、肝、胆、膵の構造、機能を解説したうえで、代表的な疾患に関する症候、診断の

基礎を紹介する。本ユニットは４学年以降に遭遇する多彩な消化器疾患を理解するうえで必須の基礎事項を解説するので、座学

中心であるがよく理解できるようスライドを工夫し、学習目標を明記したプリントを配布して、自学自習を強く促す予定であ

る。さらに相互学習/Q&Aの時間は原則として各部門教授が出席するので、自由に質問できる場として大いに活用してもらいた

い。授業内容の理解度を確認するため、形成的評価のための小テストを適宜、実施する。全講義終了後には多肢選択式の客観的

試験と重要課題に対する小論文を課して習熟度を総合的に評価する。

■学習・教育目標及び到達目標

関連ディプロマポリシー

①高度な判断力を有し、高い倫理感、使命感を有する医師を目指すこと。

②チーム医療におけるプレゼンテーション能力、コミュニケーション能力を身につけること。

③つねにリサーチマインドを心がける医師を目指すこと。

関連教育アウトカム

①倫理と使命感

②専門的知識

③診断の基本的技能

キーワード

消化器疾患、病因、診断、内科的治療、外科的治療

一般目標（GIO）

消化器疾患を的確に診断し、治療計画を立案する能力を得るために消化器の構造と機能とともに各疾患の病態と鑑別診断を理解

し、治療法の実際とその選択基準を知る。

行動目標（SBOs）

1. 消化器の解剖と機能を述べることができる。

2. 消化器疾患の病態を、生理学的・病理学的に概説できる。

3. 消化器疾患の症状について述べることができる。

4. 消化器疾患の画像診断の種類とそれぞれの特徴について述べることができる。

5. 各種症候に対応した消化器疾患の鑑別診断を説明できる。

6. 消化器疾患に対する治療法の種類とその実際について説明できる。

7. 消化器疾患患者の心理状態や精神的特性を理解し配慮できる。

■成績評価方法および基準

日々の授業での参画、貢献 10%

多肢選択式客観的試験 45%

小論文 45%

■試験・課題に対するフィードバック方法

成績不良の場合は個別面談にて対応する。
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■教科書

[ISBN]9784260021487 『標準外科学 第14版 (Standard textbook)』 (畠山 勝義, 医学書院 : 2016)

[ISBN]9784260000963 『新臨床外科学』 (武藤 徹一郎, 医学書院 : 2006)

[ISBN]9780071796750 『Schwartz's Principles of Surgery, 10th edition』 (F. Brunicardi, McGraw-Hill Education /

Medical : 2014)

[ISBN]9780323299879 『Sabiston Textbook of Surgery: The Biological Basis of Modern Surgical Practice, 20e』

(Courtney M. Townsend Jr. JR.   MD, Elsevier : 2016)

■参考文献

[ISBN]9784524222391 『NEW外科学 改訂第3版 (Nankodo’s essential wellーadvan)』 (南江堂 : 2012)

■関連科目

上部消化管外科・下部消化管外科・肝胆膵外科

■授業評価アンケート実施方法

実施規定に準拠して行う。

■研究室・メールアドレス

gekagaku@edu.med.kindai.ac.jp

■オフィスアワー

月～金　9時～17時

■授業計画の内容及び時間外学修の内容・時間

上部消化管

1. 上部消化管の構造と機能

2. 上部消化管疾患の症状

3. 上部消化管疾患の病態

4. 上部消化管疾患の診断、治療と予後

5. 上部消化管疾患に対する手術後の合併症

6. 症状、理学所見、血液所見、画像から重症度を含めた鑑別診断

上記の項目の通り上部消化管疾患の臨床症状と病態、検査・画像所見の解釈と読影から鑑別診断を行う方法とその疾患に対する

集学的な治療戦略と手術術式および術後合併症について講義する。また、適宜相互学習/Q&Aの時間を復習講義として活用し、そ

の日またはその週の講義内容の復習講義および復習小テストで理解と記憶の定着を早期に図るようにする。

下部消化管

1. 下部消化管の構造と機能

2. 下部消化管疾患の症状

3. 下部消化管疾患の病態

4. 症状、理学所見、血液所見、画像から重症度を含めた鑑別診断

5. 下部消化管疾患の治療と予後

6. Oncologic emergencyを含めた緊急病態とその対応

上記の項目の通り多種多様な下部消化管疾患の病態や、症状と検査所見から鑑別診断する方法、さらに各種疾患の治療法につい

て詳しく講義する。

肝胆膵外科

1.　肝臓、胆道、膵臓の構造と機能

2.　肝胆膵疾患の症状

3.　肝胆膵疾患の病態

4.　肝胆膵疾患の診断、治療、予後

5.　肝胆膵疾患の外科治療とその適応、合併症

6.　肝胆膵疾患の鑑別診断、重症度診断と予後

上記の項目に従って、多種多様な肝胆膵疾患をどのように診断するか、どのように治療法を選択するかを述べ、手術適応の決定

とその合併症に対する対策につき講義する。

予習内容：学生は授業前に教科書を用いて予習し、授業準備を行う。

予習時間：60分

復習内容：その日の講義内容を十分復習し、配布資料を読み、理解を深めるとともに、応用できる記憶として定着させる。

復習時間：60分

臨床各論Ⅰ外科学教室（外科学部門）定期試験

多肢選択式問題と小論文を出題する。
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臨床各論Ⅰ外科学教室（外科学部門）定期試験

多肢選択式問題と小論文を出題する。

■ホームページ

近畿大学医学部　外科学教室　http://www.kindai-geka.jp
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シラバス№： 1811900024

臨床各論Ⅰ内科学教室（消化器内科部門）科目名　：

英文名　：

工藤　正俊・樫田　博史・西田　直生志・渡邉　智裕・依田　広・

櫻井　俊治・南　康範・矢田　典久・上嶋　一臣・田北　雅弘・有住　忠晃・

萩原　智・泉　並木・樋野　興夫

担当者　：

医学科開講学科：

150時間 開講期： 必修科目必修選択の別：開講年次：単　位　： 3年次

科目区分： 専門科目

備　考　：

■授業概要・方法等

授業内容は講義が中心である。各講義においては、消化器臓器の解剖学、生理学、免疫学について概説し、消化器疾患の病態を

理解するために必要な基礎的な知識が習得できるように努める。また、消化器疾患の病態に関わる細菌やウイルスについても説

明する。これらの基礎的な知識を基盤として、各種消化器疾患の疫学、症候、検査所見、治療法について、解説する。講義によ

り、消化器疾患の病態生理の理解を深め、病態生理の理解に基づいて、疾患の症候、検査所見、治療法について、知識の整理を

図る。また、実際の臨床現場において、講義内容を実践できるように、症候や検査所見から、考えるべき鑑別診断についても解

説し、臨床実習にスムーズに移行できるように配慮する。成績の評価は、（Ａ）講義の出席及び受講態度、（Ｂ）グループ学習

におけるチューターの評価、（Ｃ）筆記試験の結果、(D)小試験の結果により、総合的に行う。試験は消化器内科学の講義内容か

らマークシート式５者択一方式である。

■学習・教育目標及び到達目標

一般目標(GIOｓ)

消化器疾患を的確に診断し，治療計画を立案する能力とその土台となる知識を得るために，消化器臓器の構造・機能とともに、

各疾患の病態生理と鑑別診断を理解し，治療法の種類と治療法選択の科学的根拠を理解する。消化器疾患の病態を理解し、それ

によって生じる症候・検査所見を理解する。

さらには症候及び検査所見から見た疾患の鑑別および治療法について理解する。

行動目標(SBO)

1. 消化器の解剖と機能を理解し、説明することができる。

2. 消化器疾患の病態を、生理学的・病理学的な観点から説明できる。

3. 消化器疾患の症状について、列挙し、説明することができる。

4. 消化器疾患の血液検査所見について、その異常値の出るメカニズムを理解し、説明することができる。

5. 消化器疾患の画像診断の種類とそれぞれの特徴、さらにはその適応について説明することができる。

6. 各種症候や検査所見に対応した消化器疾患の鑑別診断を説明できる。

7. 消化器疾患に対する治療法の種類と治療法選択の根拠について説明できる。

8. 消化器疾患患者の心理状態や精神的特性を理解し配慮できる。

9.　肝炎の概念、疫学を説明でき、その成因、病態、原因について述べることができる。

10.　各種肝疾患の病態、症候、検査所見について述べることができる。

11.　黄疸及び肝機能障害の鑑別診断を述べることができる。

12.　ビリルビン代謝の概要について説明できる。

13.　慢性肝炎・肝硬変症の病態生理と合併症を理解し、病態に応じた治療法を説明することができる。

14.　非ウイルス性肝疾患の原因、病態、治療について説明することができる。

15. 肝不全の原因、病態、治療について説明できる。

16. 肝細胞癌の病因・病態・治療法を理解し、その適応と予後について説明できる。

■成績評価方法および基準

本試験 85%

小試験、実習レポート 15%

■試験・課題に対するフィードバック方法

学生は授業前に教科書を用いて予習し、授業準備を行う。授業終了後は、その日の講義内容を十分復習し、再度教科書を読み、

理解を深めるとともに、応用できる記憶として定着させる。また、適宜、小テストを実施し、知識の整理を図る。

■教科書

[ISBN]9784260003926 『標準外科学 (STANDARD TEXTBOOK)』 (医学書院 : 2007)

[ISBN]9784890134373 『消化器病学基礎と臨床―カラー版』 (西村書店 : 2013)

[ISBN]9784260003056 『新臨床内科学』 (高久 史麿, 医学書院 : 2009)

[ISBN]9784254322606 『内科学』 (朝倉書店 : 2013)
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[ISBN]9784260003926 『標準外科学 (STANDARD TEXTBOOK)』 (医学書院 : 2007)

[ISBN]9784890134373 『消化器病学基礎と臨床―カラー版』 (西村書店 : 2013)

[ISBN]9784260003056 『新臨床内科学』 (高久 史麿, 医学書院 : 2009)

[ISBN]9784254322606 『内科学』 (朝倉書店 : 2013)

■参考文献

■関連科目

臨床各論の消化器関連講義

■授業評価アンケート実施方法

実施規定に準じて行う。

■研究室・メールアドレス

（工藤：m-kudo@med.kindai.ac.jp)、(渡邉：tomohiro＠med.kindai.ac.jp)、（教授室：gi-hep@med.kindai.ac.jp）、

（医局：hepa-gas@med.kindai.ac.jp）

■オフィスアワー

■授業計画の内容及び時間外学修の内容・時間

第1回  肝臓の構造と機能

GIO： 肝臓の構造と主要な働きについて理解する。

SBOs：

1. 肝小葉・区域・脈管系について説明できる。

2. 肝類洞壁細胞の働きについて説明できる。

3. 肝汁の生成とビリルビン代謝について説明できる。

4. 胆嚢・胆道系の機能について説明できる。

5. 肝における糖質・脂質・タンパク代謝について説明できる。

第2回  良性肝腫瘍の診断

GIO：良性肝腫瘍の診断について理解する

SBOs：

1. 良性肝腫瘍の腹部超音波検査の所見を説明できる。

2. 良性肝腫瘍のCT、MRI検査の所見を説明できる。

3. 良性肝腫瘍の鑑別診断で行う検査の種類を説明できる。

4. 良性肝腫瘍の疫学を説明できる。

5. 良性肝腫瘍の経過観察の方法、予後を説明できる。

第3回  肝疾患のCT・MR診断

GIO：肝疾患のCT・MRIの診断について理解する。

SBOs：

1. 　CT・MRI画像に対応する肝臓解剖を言える。

2. 　各種肝腫瘍性病変のCT・MRIの所見を言える。

3. 　びまん性肝疾患のCT・MRI所見を言える。

4. 　造影CT・MRIの種類、有用性について言える。

5. 　CT・MRI検査の適応を言える。

第4回  症例から学ぶ肝癌の診断と治療

GIO：肝細胞癌の実際の診断について理解する。

SBOs：

1. 　肝細胞癌の症状・理学所見について説明できる。

2. 　肝細胞癌の検査所見について説明できる。

3.　肝細胞癌の画像診断及び他の腫瘍との鑑別について説明できる。

4.　肝細胞癌の標準治療について説明できる。

5.　肝細胞癌の分子標的薬治療について説明できる。

第5回  急性肝炎・劇症肝炎

GIO： 急性肝炎・劇症肝炎の病態・診断・治療について理解する

SBOs：

1. 急性肝炎の原因を説明できる。

2. A型急性肝炎の臨床経過とウイルスマーカーについて説明できる。

3. B型急性肝炎の臨床経過とウイルスマーカーについて説明できる。

4. C型急性肝炎の臨床経過とウイルスマーカーについて説明できる。

5. 劇症肝炎の定義と治療法について説明できる。
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GIO： 急性肝炎・劇症肝炎の病態・診断・治療について理解する

SBOs：

1. 急性肝炎の原因を説明できる。

2. A型急性肝炎の臨床経過とウイルスマーカーについて説明できる。

3. B型急性肝炎の臨床経過とウイルスマーカーについて説明できる。

4. C型急性肝炎の臨床経過とウイルスマーカーについて説明できる。

5. 劇症肝炎の定義と治療法について説明できる。

第6回  代謝性肝疾患　肝膿瘍

GIO：GIO: 代謝性肝疾患の概念・病態・診断・治療について理解する。

SBOs：

1. 代謝性肝疾患を列記できる。

2. ヘモクロマトーシスの病態・診断・治療について説明できる。

3. ウイルソン病の病態・診断・治療について説明できる

4. 肝膿瘍の病態・診断・治療について説明できる。

第7回  内視鏡治療・経皮的治療におけるICと安全管理

GIO：内視鏡的治療・経皮的治療におけるIC、安全管理を理解する。

SBOs ：

1. インフォームド・コンセントの概念が理解できる。

2. インフォームド・コンセント取得の方法が理解できる。

3. インフォームド・コンセントの例外を列挙できる。

4. 内視鏡的治療・経皮的治療における偶発症を列挙できる。

5. 内視鏡的治療・経皮的治療における安全管理対策を理解できる。

第8回  肝疾患の症候と検査

GIO： 肝疾患時にみられる症候と肝疾患の診断に必要な検査を理解する

SBOs：

1. ビリルビン代謝の概要と黄疸の成因を説明できる。

2. 腹水の成因を説明できる。

3. 肝性脳症の病態生理、誘因、症状の特徴を説明できる。

4. 肝硬変症の身体所見と血液検査所見について、説明できる。

5. 肝疾患の診断に必要な検査について、説明できる。

第9回  肝硬変・肝不全

GIO：肝硬変・肝不全・門脈圧亢進症について理解する。

SBOs：

1. 肝硬変の分類・定義について説明できる。

2. 肝硬変の末期肝不全の病態・診断・治療について説明できる。

3. 門脈圧亢進症の分類・診断について説明できる。

4. 肝硬変の合併症の治療について説明できる。

5. 食道静脈瘤の治療について説明できる。

第10回  症例から学ぶC型肝炎の診断と治療

GIO：消化器疾患の超音波診断について理解する。

SBOs：

1. 各種肝疾患の超音波診断及び所見について説明できる。

2. 胆嚢・胆管の結石・炎症・腫瘍の超音波所見について説明できる。

3. 慢性膵炎・膵癌の超音波所見について説明できる。

4. 消化管疾患の超音波所見について説明できる。

5. その他の腹部臓器疾患の超音波診断について説明できる。

第11回  消化器疾患の超音波診断

GIO：消化器疾患の超音波診断について理解する。

SBOs：

1. 各種肝疾患の超音波診断及び所見について説明できる。

2. 胆嚢・胆管の結石・炎症・腫瘍の超音波所見について説明できる。

3. 慢性膵炎・膵癌の超音波所見について説明できる。

4. 消化管疾患の超音波所見について説明できる。

5. その他の腹部臓器疾患の超音波診断について説明できる。

第12回  肝内胆管癌

GIO： 肝内胆管癌について理解する。

SBOs：

1. 肝内胆管癌の疫学を説明できる。

2. 肝内胆管癌の病理学的特徴について理解できる。

3. 肝内胆管癌の画像診断を理解できる。

4. 肝内胆管癌のステージ分類を理解できる。

5. 肝内胆管癌の治療方法を理解できる。
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GIO： 肝内胆管癌について理解する。

SBOs：

1. 肝内胆管癌の疫学を説明できる。

2. 肝内胆管癌の病理学的特徴について理解できる。

3. 肝内胆管癌の画像診断を理解できる。

4. 肝内胆管癌のステージ分類を理解できる。

5. 肝内胆管癌の治療方法を理解できる。

第13回  薬物性肝障害

GIO： 薬物性肝障害について理解する。

SBOs：

1. 薬物性肝障害の機序を説明できる。

2. 頻度の高い原因薬剤を列挙できる。

3. 薬物性肝障害の症状を列挙できる。

4. 薬物性肝障害の診断方法を説明できる。

5. 薬物性肝障害の治療方法を説明できる。

第14回  自己免疫性肝疾患

GIO：自己免疫性肝疾患 (自己免疫性肝炎、原発性胆汁性胆管炎）の病態・診断・治療について理解する。

SBOs：

1. 自己免疫性肝疾患の概念、病態について説明できる。

2. 自己免疫性肝疾患の分類について説明できる。

3. 自己免疫性肝疾患の診断について説明できる。

4. 自己免疫性肝疾患の治療について説明できる。

5. 自己免疫性肝疾患の予後について説明できる。

第15回  アルコール性肝炎NASH・NAFLD

GIO：アルコール性肝疾患・NASH・NAFLDの病態・診断・治療について理解する。

SBOs：

1． アルコール性肝疾患・NASH・NAFLDの概念について説明できる。

2． アルコール性肝疾患・NASH・NAFLDの疫学について説明できる。

3． アルコール性肝疾患・NASH・NAFLDの診断について説明できる。

4． アルコール性肝疾患・NASH・NAFLDの治療について説明できる。

5． アルコール性肝疾患・NASH・NAFLDの予後について説明できる。

第16回  症例から学ぶB型肝炎の診断と治療

GIO：B型肝炎の診断・治療について理解する。

SBOs：

1. 　B型肝炎ウイルスの特徴について説明できる。

2. 　B型肝炎の診断について説明できる。

3. 　B型肝炎の治療方法について説明できる。

4. 　B型肝炎の治療適応について説明できる。

5. 　B型肝炎の合併症について説明できる。

第17回  肝疾患の外科的治療

GIO：肝癌の外科的治療の実際について理解する。

SBOs：

1. 肝細胞癌の外科治療について説明できる。

2. 胆管細胞癌の外科治療について説明できる。

3. 転移性肝癌の外科治療について説明できる。

4. 肝癌に対する肝移植について説明できる。

5. 肝癌に対する周術期管理について説明できる。

第18回  慢性肝炎の診断と治療（特別講義）

GIO：慢性肝炎の原因・病態・診断および治療について理解する

SBOs：

1. 慢性肝炎の病因について説明できる。

2. B型慢性肝炎の経過・治療について説明できる。

3. C型慢性肝炎の経過・病態・治療の目的・治療法について説明できる。

4. ウイルス肝炎と肝発癌との関連を説明できる。

5. 慢性肝炎の新しい治療法について説明できる。

第19回  肝細胞癌の診断と内科的治療

GIO：肝細胞癌の病態・診断・および内科的治療について理解する。

SBOs：

1. 肝細胞の疫学について概説することができる。

2. 肝細胞癌の診断法について説明できる。

3. 肝細胞癌の腫瘍マーカーの種類と役割について説明できる。

4. 肝細胞癌の内科的治療法について説明できる。

5. 肝細胞癌の予後について説明できる。 166



GIO：肝細胞癌の病態・診断・および内科的治療について理解する。

SBOs：

1. 肝細胞の疫学について概説することができる。

2. 肝細胞癌の診断法について説明できる。

3. 肝細胞癌の腫瘍マーカーの種類と役割について説明できる。

4. 肝細胞癌の内科的治療法について説明できる。

5. 肝細胞癌の予後について説明できる。

第20回  肝臓腫瘍学特論（特別講義）

GIO： 肝発癌の病態と分子生物学について理解する

SBOs：

1. 高発癌化状態について説明できる。

2. ウイルス性肝癌の発癌機序について説明できる。

3. 肝細胞癌の遺伝子異常について概説できる。

4. 高発癌化状態における遺伝子の不安定性について概説できる。

5. 肝発癌の分子機構について概説できる。

期末試験

国家試験に準じた試験である

■ホームページ
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シラバス№： 1811900025

臨床各論Ⅰ内科学教室（内分泌・代謝・糖尿病内科部門）科目名　：

英文名　：

池上　博司・大野　恭裕・川畑　由美子・松木　充・能宗　伸輔・

馬場谷　成・廣峰　義久・國吉　一樹・伊藤　裕進・奥田　武司・

橋本　幸彦・藤原　良平・上田　和毅・松久　宗英・今川　彰久・

福田　正博・武友　保憲

担当者　：

医学科開講学科：

150時間 開講期： 必修科目必修選択の別：開講年次：単　位　： 3年次

科目区分： 専門科目

備　考　：

■授業概要・方法等

内分泌、代謝、糖尿病領域の講義を行う。主に内分泌・代謝・糖尿病内科の教官が講義を行うが、一部の内容については、医学

部関連部署（眼科、耳鼻咽喉科、脳神経外科、外科、放射線診断学）による講義も行う。また、学外講師による特別講義を、そ

れぞれの分野のエキスパートとして招聘し、実施している。講義もにおいては双方向授業となるよう努め、学生には既習および

発展的な内容に関する質疑応答を適宜行い、自学自習を強く促す。

学生からの質問には授業時間内・終了後に対応し、また、時間外にも学生が自由に質問できるようにしている。

全講義終了後に総合的評価のための本試験を実施し、カリキュラムの習熟度を評価する。

■学習・教育目標及び到達目標

一般目標（GIO）

臨床内分泌代謝学を基礎的な事項より理解し、それぞれの疾患の発症機序、診断、治療を学ぶ。

行動目標（SBOs）

１．内分泌臓器とその産生ホルモンについて分泌・機能とその異常を理解できる。

２．内分泌臓器の疾患について、病態・診断・治療法が理解できる。

３．糖尿病、脂質異常症、高尿酸血症の病態・診断・治療について理解できる。

４．その他の代謝疾患の病態・診断・治療について理解できる。

■成績評価方法および基準

第6週目に試験を行う。試験においては、各学習目標がどの程度、修得できたかどうかを評価する。成績は、授業への参加度、貢

献度を加味して、評価する。 100%

■試験・課題に対するフィードバック方法

試験の模範答案等は一切行いません。

■教科書

[ISBN]9784890134236 『カラー版 内科学』 (西村書店 : 2012)

[ISBN]9784254322705 『内科学』 (朝倉書店 : 2017)

[ISBN]9780071802154 『Harrison's Principles of Internal Medicine 19/E (Vol.1 & Vol.2)』 (Anthony Fauci,

Stephen Hauser, Dan Longo, J. Jameson, Joseph Loscalzo Dennis Kasper, McGraw-Hill Professional : 2015)

[ISBN]9784895928731 『ハリソン内科学 第5版』 (メディカルサイエンスインターナショナル : 2017)

[ISBN]9781455750177 『Goldman-Cecil Medicine,  2-Volume Set, 25e (Cecil Textbook of Medicine)』 (Lee

Goldman MD, Elsevier : 2015)

[ISBN]9780323297387 『Williams Textbook of Endocrinology, 13e』 (Shlomo Melmed MBChB  MACP, Elsevier :

2015)

[ISBN]9780781727969 『Joslin's Diabetes Mellitus』 (Lippincott Williams & Wilkins : 2004)

■参考文献

なし

■関連科目

耳鼻咽喉科

放射線診断学

脳神経外科学

外科学

眼科学
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耳鼻咽喉科

放射線診断学

脳神経外科学

外科学

眼科学

■授業評価アンケート実施方法

実施規程に準拠して行う。

■研究室・メールアドレス

研究棟　2階 206号室　内分泌・代謝・糖尿病内科

tainai@edu.med.kindai.ac.jp

■オフィスアワー

月ー金曜日　PM5-6時

■授業計画の内容及び時間外学修の内容・時間

内分泌総論①

内分泌臓器とその産生ホルモンについて分泌・機能とその異常について解説する。

内分泌総論②

内分泌臓器とその産生ホルモンについて分泌・機能とその異常について解説する。

間脳下垂体総論

間脳・下垂体の産生ホルモンの分泌・機能とその異常について解説する。

間脳下垂体各論①下垂体前葉機能低下

下垂体前葉機能低下症の病態、診断、治療について解説する。

間脳下垂体各論②先端巨大症ほか

先端巨大症、プロラクチノーマの病態、診断、治療について解説する。

間脳下垂体各論③クッシング病

クッシング病の病態、診断、治療について解説する。

尿崩症/SIADH

尿崩症とSIADHの病態、診断、治療について解説する。

間脳下垂体疾患の外科

間脳・下垂体疾患の外科治療について解説する。

甲状腺機能亢進/機能低下症

甲状腺機能亢進/機能低下症の病態、診断、治療について解説する。

甲状腺腫瘍

甲状腺腫瘍の診断、治療について解説する。

副甲状腺疾患

Ｃａホメオスタシスと、副甲状腺機能亢進症/低下症の診断と治療について解説する。

甲状腺・副甲状腺疾患の外科治療

甲状腺・副甲状腺の外科治療について解説する。

副腎疾患総論　先天性副腎過形成

副腎の産生ホルモンの分泌・機能とその異常について解説する。

副腎疾患各論①アルドステロン症ほか

アルドステロン症の病態、診断、治療について解説する。

副腎疾患各論②クッシング症候群・アジソン病

クッシング症候群・アジソン病の病態、診断、治療について解説する。

副腎疾患各論③褐色細胞腫

褐色細胞腫の病態、診断、治療について解説する。

副腎疾患の外科

副腎疾患の外科治療について解説する。

多発性内分泌腫瘍症

多発性内分泌腫瘍症（MEN）について解説する。

内分泌領域の臨床検査

内分泌領域の臨床検査について解説する。

内分泌疾患の負荷試験

内分泌疾患の負荷試験について解説する。

内分泌疾患の画像

内分泌疾患の画像について解説する。

水・電解質総論

水・電解質の恒常性とその異常について解説する。

血清Na/K異常

ナトリウム、カリウムの恒常性とその異常について解説する。

低Ca/高Ca/骨粗鬆症

Caの恒常性とその異常について解説する。

ビタミン

ビタミンの作用と特徴について解説する。

性腺疾患

性腺産生ホルモンの分泌・機能とその異常について解説する。

乳腺疾患

乳腺疾患の病態、診断と治療について解説する。

膵内分泌と糖代謝

膵内分泌の機能と異常について解説する。

糖尿病総論

糖代謝異常について解説する。

糖尿病の病型分類①

糖尿病の病型分類の概念について解説する。

糖尿病の病型分類②

糖尿病の各病型における病態と治療について解説する。

劇症１型糖尿病

劇症１型糖尿病について解説する。

糖尿病細小血管合併症とその治療①

糖尿病細小血管合併症（網膜症、腎症）について解説する。

糖尿病細小血管合併症とその治療②

糖尿病細小血管合併症（神経障害）、その他の慢性合併症について解説する。

糖尿病眼合併症

糖尿病眼合併症について解説する。

大血管症・メタボリックシンドローム

糖尿病大血管症、メタボリックシンドロームについて解説する。

糖尿病ｹﾄｱｼﾄﾞｰｼｽと高血糖高浸透圧症候群

糖尿病の急性合併症について解説する。

行動科学と臨床医学：糖尿病の食事療法・運動療法①

糖尿病の食事療法・運動療法について解説する。

行動科学と臨床医学：糖尿病の食事療法・運動療法②

糖尿病の食事療法・運動療法について解説する。

糖尿病の薬物療法①

糖尿病の薬物療法について解説する。

糖尿病の薬物療法②

糖尿病の薬物療法について解説する。

糖尿病領域の臨床検査と低血糖・シックデイ

糖尿病領域の臨床検査について解説する。

糖尿病診療の実際

糖尿病診療の実際について解説する。

膵移植

膵移植について解説する。

脂質異常症

脂質異常症について解説する。

尿酸代謝・痛風

高尿酸血症について解説する。

行動科学と臨床医学：肥満・摂食障害

肥満・摂食障害について解説する。

その他の代謝異常①

その他の代謝異常について解説する。

その他の代謝異常②

その他の代謝異常について解説する。

内分泌・代謝・糖尿病部門　形成的評価と総括講義

内分泌・代謝疾患の病態、診断、治療について解説する。

予習内容：授業タイトルに対応する教科書を読み、不明な語句について調べる。

予習時間：15分

復習内容：授業中に書き込んだ内容を整理して、不明な部分を調べる。

復習時間：15分
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内分泌総論①

内分泌臓器とその産生ホルモンについて分泌・機能とその異常について解説する。

内分泌総論②

内分泌臓器とその産生ホルモンについて分泌・機能とその異常について解説する。

間脳下垂体総論

間脳・下垂体の産生ホルモンの分泌・機能とその異常について解説する。

間脳下垂体各論①下垂体前葉機能低下

下垂体前葉機能低下症の病態、診断、治療について解説する。

間脳下垂体各論②先端巨大症ほか

先端巨大症、プロラクチノーマの病態、診断、治療について解説する。

間脳下垂体各論③クッシング病

クッシング病の病態、診断、治療について解説する。

尿崩症/SIADH

尿崩症とSIADHの病態、診断、治療について解説する。

間脳下垂体疾患の外科

間脳・下垂体疾患の外科治療について解説する。

甲状腺機能亢進/機能低下症

甲状腺機能亢進/機能低下症の病態、診断、治療について解説する。

甲状腺腫瘍

甲状腺腫瘍の診断、治療について解説する。

副甲状腺疾患

Ｃａホメオスタシスと、副甲状腺機能亢進症/低下症の診断と治療について解説する。

甲状腺・副甲状腺疾患の外科治療

甲状腺・副甲状腺の外科治療について解説する。

副腎疾患総論　先天性副腎過形成

副腎の産生ホルモンの分泌・機能とその異常について解説する。

副腎疾患各論①アルドステロン症ほか

アルドステロン症の病態、診断、治療について解説する。

副腎疾患各論②クッシング症候群・アジソン病

クッシング症候群・アジソン病の病態、診断、治療について解説する。

副腎疾患各論③褐色細胞腫

褐色細胞腫の病態、診断、治療について解説する。

副腎疾患の外科

副腎疾患の外科治療について解説する。

多発性内分泌腫瘍症

多発性内分泌腫瘍症（MEN）について解説する。

内分泌領域の臨床検査

内分泌領域の臨床検査について解説する。

内分泌疾患の負荷試験

内分泌疾患の負荷試験について解説する。

内分泌疾患の画像

内分泌疾患の画像について解説する。

水・電解質総論

水・電解質の恒常性とその異常について解説する。

血清Na/K異常

ナトリウム、カリウムの恒常性とその異常について解説する。

低Ca/高Ca/骨粗鬆症

Caの恒常性とその異常について解説する。

ビタミン

ビタミンの作用と特徴について解説する。

性腺疾患

性腺産生ホルモンの分泌・機能とその異常について解説する。

乳腺疾患

乳腺疾患の病態、診断と治療について解説する。

膵内分泌と糖代謝

膵内分泌の機能と異常について解説する。

糖尿病総論

糖代謝異常について解説する。

糖尿病の病型分類①

糖尿病の病型分類の概念について解説する。

糖尿病の病型分類②

糖尿病の各病型における病態と治療について解説する。

劇症１型糖尿病

劇症１型糖尿病について解説する。

糖尿病細小血管合併症とその治療①

糖尿病細小血管合併症（網膜症、腎症）について解説する。

糖尿病細小血管合併症とその治療②

糖尿病細小血管合併症（神経障害）、その他の慢性合併症について解説する。

糖尿病眼合併症

糖尿病眼合併症について解説する。

大血管症・メタボリックシンドローム

糖尿病大血管症、メタボリックシンドロームについて解説する。

糖尿病ｹﾄｱｼﾄﾞｰｼｽと高血糖高浸透圧症候群

糖尿病の急性合併症について解説する。

行動科学と臨床医学：糖尿病の食事療法・運動療法①

糖尿病の食事療法・運動療法について解説する。

行動科学と臨床医学：糖尿病の食事療法・運動療法②

糖尿病の食事療法・運動療法について解説する。

糖尿病の薬物療法①

糖尿病の薬物療法について解説する。

糖尿病の薬物療法②

糖尿病の薬物療法について解説する。

糖尿病領域の臨床検査と低血糖・シックデイ

糖尿病領域の臨床検査について解説する。

糖尿病診療の実際

糖尿病診療の実際について解説する。

膵移植

膵移植について解説する。

脂質異常症

脂質異常症について解説する。

尿酸代謝・痛風

高尿酸血症について解説する。

行動科学と臨床医学：肥満・摂食障害

肥満・摂食障害について解説する。

その他の代謝異常①

その他の代謝異常について解説する。

その他の代謝異常②

その他の代謝異常について解説する。

内分泌・代謝・糖尿病部門　形成的評価と総括講義

内分泌・代謝疾患の病態、診断、治療について解説する。

予習内容：授業タイトルに対応する教科書を読み、不明な語句について調べる。

予習時間：15分

復習内容：授業中に書き込んだ内容を整理して、不明な部分を調べる。

復習時間：15分

170



内分泌総論①

内分泌臓器とその産生ホルモンについて分泌・機能とその異常について解説する。

内分泌総論②

内分泌臓器とその産生ホルモンについて分泌・機能とその異常について解説する。

間脳下垂体総論

間脳・下垂体の産生ホルモンの分泌・機能とその異常について解説する。

間脳下垂体各論①下垂体前葉機能低下

下垂体前葉機能低下症の病態、診断、治療について解説する。

間脳下垂体各論②先端巨大症ほか

先端巨大症、プロラクチノーマの病態、診断、治療について解説する。

間脳下垂体各論③クッシング病

クッシング病の病態、診断、治療について解説する。

尿崩症/SIADH

尿崩症とSIADHの病態、診断、治療について解説する。

間脳下垂体疾患の外科

間脳・下垂体疾患の外科治療について解説する。

甲状腺機能亢進/機能低下症

甲状腺機能亢進/機能低下症の病態、診断、治療について解説する。

甲状腺腫瘍

甲状腺腫瘍の診断、治療について解説する。

副甲状腺疾患

Ｃａホメオスタシスと、副甲状腺機能亢進症/低下症の診断と治療について解説する。

甲状腺・副甲状腺疾患の外科治療

甲状腺・副甲状腺の外科治療について解説する。

副腎疾患総論　先天性副腎過形成

副腎の産生ホルモンの分泌・機能とその異常について解説する。

副腎疾患各論①アルドステロン症ほか

アルドステロン症の病態、診断、治療について解説する。

副腎疾患各論②クッシング症候群・アジソン病

クッシング症候群・アジソン病の病態、診断、治療について解説する。

副腎疾患各論③褐色細胞腫

褐色細胞腫の病態、診断、治療について解説する。

副腎疾患の外科

副腎疾患の外科治療について解説する。

多発性内分泌腫瘍症

多発性内分泌腫瘍症（MEN）について解説する。

内分泌領域の臨床検査

内分泌領域の臨床検査について解説する。

内分泌疾患の負荷試験

内分泌疾患の負荷試験について解説する。

内分泌疾患の画像

内分泌疾患の画像について解説する。

水・電解質総論

水・電解質の恒常性とその異常について解説する。

血清Na/K異常

ナトリウム、カリウムの恒常性とその異常について解説する。

低Ca/高Ca/骨粗鬆症

Caの恒常性とその異常について解説する。

ビタミン

ビタミンの作用と特徴について解説する。

性腺疾患

性腺産生ホルモンの分泌・機能とその異常について解説する。

乳腺疾患

乳腺疾患の病態、診断と治療について解説する。

膵内分泌と糖代謝

膵内分泌の機能と異常について解説する。

糖尿病総論

糖代謝異常について解説する。

糖尿病の病型分類①

糖尿病の病型分類の概念について解説する。

糖尿病の病型分類②

糖尿病の各病型における病態と治療について解説する。

劇症１型糖尿病

劇症１型糖尿病について解説する。

糖尿病細小血管合併症とその治療①

糖尿病細小血管合併症（網膜症、腎症）について解説する。

糖尿病細小血管合併症とその治療②

糖尿病細小血管合併症（神経障害）、その他の慢性合併症について解説する。

糖尿病眼合併症

糖尿病眼合併症について解説する。

大血管症・メタボリックシンドローム

糖尿病大血管症、メタボリックシンドロームについて解説する。

糖尿病ｹﾄｱｼﾄﾞｰｼｽと高血糖高浸透圧症候群

糖尿病の急性合併症について解説する。

行動科学と臨床医学：糖尿病の食事療法・運動療法①

糖尿病の食事療法・運動療法について解説する。

行動科学と臨床医学：糖尿病の食事療法・運動療法②

糖尿病の食事療法・運動療法について解説する。

糖尿病の薬物療法①

糖尿病の薬物療法について解説する。

糖尿病の薬物療法②

糖尿病の薬物療法について解説する。

糖尿病領域の臨床検査と低血糖・シックデイ

糖尿病領域の臨床検査について解説する。

糖尿病診療の実際

糖尿病診療の実際について解説する。

膵移植

膵移植について解説する。

脂質異常症

脂質異常症について解説する。

尿酸代謝・痛風

高尿酸血症について解説する。

行動科学と臨床医学：肥満・摂食障害

肥満・摂食障害について解説する。

その他の代謝異常①

その他の代謝異常について解説する。

その他の代謝異常②

その他の代謝異常について解説する。

内分泌・代謝・糖尿病部門　形成的評価と総括講義

内分泌・代謝疾患の病態、診断、治療について解説する。

予習内容：授業タイトルに対応する教科書を読み、不明な語句について調べる。

予習時間：15分

復習内容：授業中に書き込んだ内容を整理して、不明な部分を調べる。

復習時間：15分

■ホームページ

近畿大学医学部　内分泌・代謝・糖尿病内科　http://www.med.kindai.ac.jp/emdm/
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シラバス№： 1811900048

臨床各論Ⅱ（泌尿器科部門）科目名　：

英文名　：

植村　天受・吉村　一宏・能勢　和宏・野澤　昌弘・南　高文・森　康範・

清水　信貴・大関　孝之・本郷　祥子・西本　光寿・橋本　士・豊田　信吾・

西岡　伯・平山　暁秀・林　泰司・石川　泰章・上島　成也・松田　久雄・

児玉　光正・辻村　晃・百瀬　均

担当者　：

医学科開講学科：

120時間 開講期： 必修科目必修選択の別：開講年次：単　位　： 3年次

科目区分： 専門科目

備　考　：

■授業概要・方法等

授業方式は講義主体である。

泌尿器科総論（解剖学・発生学・症候学・検査・画像診断）と、泌尿器科各論（尿路感染症・尿路結石症・神経因性膀胱・腎移

植・尿路悪性腫瘍・小児および女性泌尿器科など）の講義をベースに、学生にわかりやすいスライドや国家試験を意識した練習

問題を交えながら、できるだけ学生に興味を抱かせ、医師となるイメージを作り、5年次以降の臨床実習へつなげる橋渡しを指導

目標としている。さらにゲノム・再生医療や移植免疫学といった基礎医学における泌尿器科学や、アンドロロジー、緩和医療な

どを、その道のスペシャリストを講師として招請し、泌尿器科特別講義として医学生に実際的な高度先進医療に触れる機会を与

える。

試験対策Q＆Aとして、これらの知識の確認として、小試験実施、解答解説を行う。

■学習・教育目標及び到達目標

一般目標（GIO)

(1) 泌尿器科学総論

1. 腎系・尿路系と性器系の解剖生理を説明できる。

2. 病因・病態を理解し、疾患の疫学についても十分理解できる。

3. 適切な検査や画像検査を選択でき、正確な診断ができる。

行動目標（SBOs）

(2) 泌尿器科学各論

1. 尿路性器感染症の成立する原因となる病態を理解することができる。

2. 尿路結石症の病因・病態・治療を理解し、予防についても理解できる。

3. 前立腺肥大症や神経因性膀胱を含めた下部尿路症について、診断治療を理解できる。

4. 尿路・生殖器悪性腫瘍について、病態、診断および治療について説明できる。

5. 腎不全からの腎代替療法について理解し、腎移植や透析医療について理解し説明できる。

6. 小児および女性の特有の泌尿器科疾患に関する病態を説明できる。

7. 男性不妊症や性分化異常を理解し、説明できる。

8. 泌尿器科緊急疾患についての病態を理解し、対処法を説明できる。

9. 泌尿器科疾患と地域医療について理解説明できる。

10. 泌尿器科悪性腫瘍と緩和医療について理解し説明できる。

■成績評価方法および基準

マーク式および記述式試験問題（配点；マーク式40％、記述式60％） 100%

■試験・課題に対するフィードバック方法

試験終了後に、模範回答を解説をつけて配布します。

再試験該当者に関しては、本試験同様の試験様式にて評価します。

さらに、再試験不合格者に対しては、評価を面談にて行った後、課題レポートにて最終確認をします。

■教科書

[ISBN]9784260018708 『標準泌尿器科学 第9版』 (医学書院 : 2014)

[ISBN]9784524250370 『ベッドサイド泌尿器科学(改訂第4版)』 (南江堂 : 2013)

[ISBN]9784896325447 『病気がみえる vol.8: 腎・泌尿器』 (メディックメディア : 2014)

[ISBN]9784907704674 『STEP泌尿器科 (STEP SERIES)』 (海馬書房 : 2010)

■参考文献

[ISBN]9781455775675 『Campbell-Walsh Urology: 4-Volume Set with CD-ROM, 11e』 (Alan J. Wein MD  PhD (Hon)

FACS, Saunders : 2015)

[ISBN]9781451191462 『Glenn's Urologic Surgery (Urologic Surgery (Glenn's))』 (Lippincott Williams & Wilkins :

2015)

[ISBN]9784780911527 『腎・泌尿器疾患ビジュアルブック』 第2版 (学研メディカル秀潤社 : 2017)

[ISBN]9784758312585 『腎移植のすべて』 (メジカルビュー社 : 2009)
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[ISBN]9781455775675 『Campbell-Walsh Urology: 4-Volume Set with CD-ROM, 11e』 (Alan J. Wein MD  PhD (Hon)

FACS, Saunders : 2015)

[ISBN]9781451191462 『Glenn's Urologic Surgery (Urologic Surgery (Glenn's))』 (Lippincott Williams & Wilkins :

2015)

[ISBN]9784780911527 『腎・泌尿器疾患ビジュアルブック』 第2版 (学研メディカル秀潤社 : 2017)

[ISBN]9784758312585 『腎移植のすべて』 (メジカルビュー社 : 2009)

■関連科目

腫瘍学 臓器移植 解剖学 病理学

生理学 免疫学 内分泌学 神経医学

細菌・微生物学 ゲノム医学

■授業評価アンケート実施方法

医学部実施規程に準拠して実施する。

■研究室・メールアドレス

研究棟2階 泌尿器科・urology@med.kindai.ac.jp

■オフィスアワー

月、水、木曜(16：00～18：00）　泌尿器科医局　担当者　能勢和宏　（事前にメールで予約要）

■授業計画の内容及び時間外学修の内容・時間

泌尿器科総論　①　発生・解剖・生理

　　②　検査・画像検査・処置

　　③　外科的治療および体腔鏡手術（内視鏡手術）の基礎

泌尿器科各論　①　尿路・生殖器悪性腫瘍　　（腎がん・尿路上皮がん・前立腺がん・精巣がん） 　　　a.病

態生理,b.診断,c.治療（外科的治療と内科的治療および緩和医療）

　　②　神経因性膀胱および下部尿路症

　　　a.病態生理,b.診断・ウロダイナミックスタディー,c.治療

　　③尿路結石症

　　　a.病態生理,b.診断,c.治療（食事療法。内視鏡手術、ESWLなど）

　　④腎移植・腎不全

　　　a.疫学,b.腎代替療法c.移植病理,d.移植免疫

　　⑤小児泌尿器科・女性泌尿器科 ・アンドロロジー

　　　a.病態生理,b.診断,c.治療(内視鏡治療、歓血的治療など）

　　⑥その他、一般泌尿器科学（性および尿路感染症・副腎腫瘍・尿路外傷など）

以上の内容について、24コマの講義にわけ、スライドおよび配布資料を用いて解説する。各担当医に試験問題を作成させ、習熟

度確認の試験を行う。

■ホームページ

近畿大学医学部泌尿器科学教室　http://www.med.kindai.ac.jp/uro/
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シラバス№： 1811900028

臨床各論Ⅱ心臓血管外科学教室科目名　：

英文名　：

佐賀　俊彦・尾上　雅彦・金田　敏夫・中本　進・井村　正人・藤井　公輔・

西野　貴子・湯上　晋太郎・宮下　直也・濱田　隆介

担当者　：

医学科開講学科：

120時間 開講期： 必修科目必修選択の別：開講年次：単　位　： 3年次

科目区分： 専門科目

備　考　：

■授業概要・方法等

循環器系コースの中の外科治療に関する学習を行う。本コースでは小児から成人、老年までの心臓および血管系疾患の病態生

理、診断、治療について講義を中心に学習する。またプライマリーケアや緊急治療の中で循環器系は主要な部分を占めるため、

これらにも重点をおいた学習を行う。

■学習・教育目標及び到達目標

学生は本コースを履修することで、外科治療の対象となる心血管系疾患（虚血性心疾患、心不全、弁膜症、大動脈疾患、肺循環

障害、末梢血管疾患、先天性心疾患）手術の適応と方法、その他を理解し、説明することができるようになる。

これらの目標は本学の教育アウトカム「医学的知識」に関連している。また、ディプロマポリシーの「医師に必要な基礎的知

識・技能の修得」につながっている。

■成績評価方法および基準

本試験 100%

■試験・課題に対するフィードバック方法

コース試験で評価

■教科書

指定しない

■参考文献

[ISBN]9784907921026 『循環器 (STEP内科)』 (高橋 茂樹, 海馬書房 : 2015)

[ISBN]9784896326437 『病気がみえるvol.2循環器』 (メディックメディア : 2017)

■関連科目

なし

■授業評価アンケート実施方法

実施規定に準拠して行う

■研究室・メールアドレス

研究棟3階　心臓血管外科

singe@med.kindai.ac.jp

■オフィスアワー

月曜日、水曜日の10時～16時

■授業計画の内容及び時間外学修の内容・時間

第1回  循環器病態学・外科治療①

1. 心臓手術の補助手段（体外循環・心筋保護）

2. 人工弁や人工血管などの人工臓器の種類とその特徴

3. 心臓手術の基本手技、基本的な到達法

4. 大動脈弁狭窄症および大動脈弁閉鎖不全症

5. 僧帽弁狭窄症および僧帽弁閉鎖不全症

6. その他の弁膜疾患

第2回  循環器病態学・外科治療②

1. 虚血性心疾患総論

2. 冠動脈バイパス手術

3. その他の虚血性心疾患に対する外科治療（左室破裂、心室中隔穿孔、乳頭筋断裂など）

4. 大動脈疾患総論

5. 大動脈瘤の外科治療（胸部大動脈瘤、胸腹部大動脈瘤、腹部大動脈瘤）

6. 大動脈解離の外科治療
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1. 虚血性心疾患総論

2. 冠動脈バイパス手術

3. その他の虚血性心疾患に対する外科治療（左室破裂、心室中隔穿孔、乳頭筋断裂など）

4. 大動脈疾患総論

5. 大動脈瘤の外科治療（胸部大動脈瘤、胸腹部大動脈瘤、腹部大動脈瘤）

6. 大動脈解離の外科治療

■ホームページ

近畿大学医学部　心臓血管外科　http://kindai-cvs.jp/
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シラバス№： 1811900026

臨床各論Ⅱ内科学教室（循環器内科部門）科目名　：

英文名　：

宮崎　俊一・栗田　隆志・岩永　善高・平野　豊・山本　裕美・

小夫家　和宏・上野　雅史・安岡　良文・山治　憲司・中村　貴・高瀬　徹・

林　孝浩・髙階　經和・横井　良明

担当者　：

医学科開講学科：

120時間 開講期： 必修科目必修選択の別：開講年次：単　位　： 3年次

科目区分： 専門科目

備　考　：

■授業概要・方法等

　小児から成人、老年期までの心血管領域の疾患群における病態生理を理解する。そのために、生理学・解剖学・病理学の知識

を基礎にして、小児科・内科・外科・放射線科等も含めた確実な診断から治療への流れを系統的に学習し、基礎医学から臨床医

学への総合的な知識習得を進める。疾患を学ぶだけでなく、安全管理や、グループ医療、プロフェッショナリズム等、将来良医

となるために必要な心構えも学ぶ。

　我が国では高齢社会とライフスタイルの欧米化により、心血管疾患は増加傾向にあり、この領域は今後益々重要な部分とな

る。又、緊急医療（プライマリーケア）は国試では重要項目の一つであり心血管疾患はその主要部分を形成する。将来臨床医と

して活躍する上からもこの領域は熟知する必要がある。

　このコースの授業については、共用試験CBT、OSCE、臨床実習、医師国家試験まで全ての試験に対応出来るよう準備をしてい

る。授業担当の各教員は講義プリントとスライドを用いた講義形式中心に行う。出来る限り双方向授業になるように講義中には

質疑応答を行う。なお授業終了前に授業終了時試験を行い、その授業の到達度を確認するようにする。さらに、UNIT終了後に総

括的評価のためのコース試験を実施し、カリキュラムの習熟度評価を行う。試験は選択問題と記述式の両方で行う。

■学習・教育目標及び到達目標

関連ディプロマポリシー 　（３つ以下）

 ①医師になるために必要な医学の知識と技能を修得し、さらに日々向上に努めること。

 ②患者に対する思いやりと奉仕の精神、また、チームワークにおける協調精神を身につけること。

 ③プロフェッショナルとしての高い使命感と倫理観を持ち、人に愛され、人に信頼され、人に尊敬される医師　を目指すこと。

関連教育アウトカム（３つ以下）

 ①医学的知識

 ②倫理とプロフェッショナリズム

 ③診療の基本的技能

キーワード（５つ以下）

 　心血管疾患、病因、病態、診断、治療、

一般目標　GIOs

1) 心臓・血管を主にした循環器領域の解剖、生理、機能を理解する。

2) 心・血管疾患の病態を理解する。

3) 心・血管疾患の診断と鑑別について理解する。

4) 心・血管疾患の内科的治療、外科的治療さらには予防について理解する。

5) 心・血管疾患における種々の合併症を理解し、医療安全の重要性を知る。

6) 心・血管疾患に対する診療が多職種によるチーム医療で運用されていることを理解する。

7) 循環器領域プライマリーケアについて説明できる。

行動目標　SBO

心・血管疾患を正しく理解するとともに、それらの診断や治療を的確に行うことができる医師となるため、必須な基礎知識とそ

の活用法を習得する。

1． 心臓の形態と機能について説明できる。

2． 心機能の基礎について説明できる。

3． 12誘導心電図波形を説明でき、疾患による心電図変化について述べることができる。

4． 心エコー法を用いた各種心疾患の診断ができる。

5． 心筋虚血と病態、および発症のメカニズムについて説明できる。

6． 急性心筋梗塞発症の診断・治療について説明できる。

7． 狭心症の症状・診断・治療について述べることができる。

8． 大動脈瘤・大動脈解離の診断と治療について述べることができる。

9． 肺高血圧症の診断と治療について説明できる。

10．動脈硬化・末梢動脈疾患の診断・治療について説明できる。

11．弁膜疾患の病因、分類、病態生理について述べることができる。

12．心不全の病態生理、代償機序について述べることができる。

13．心筋疾患、および心膜疾患の診断、治療について述べることができる。

14．急性冠症候群の定義・分類・診断について述べることができる。

15．感染性心内膜炎の診断と治療について説明できる。

16．不整脈の診断と治療について理解する。

17．カテーテルインターベンションについて説明できる。

18．肺塞栓症・深部静脈血栓症診断の診断・治療について述べることができる。
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関連ディプロマポリシー 　（３つ以下）

 ①医師になるために必要な医学の知識と技能を修得し、さらに日々向上に努めること。

 ②患者に対する思いやりと奉仕の精神、また、チームワークにおける協調精神を身につけること。

 ③プロフェッショナルとしての高い使命感と倫理観を持ち、人に愛され、人に信頼され、人に尊敬される医師　を目指すこと。

関連教育アウトカム（３つ以下）

 ①医学的知識

 ②倫理とプロフェッショナリズム

 ③診療の基本的技能

キーワード（５つ以下）

 　心血管疾患、病因、病態、診断、治療、

一般目標　GIOs

1) 心臓・血管を主にした循環器領域の解剖、生理、機能を理解する。

2) 心・血管疾患の病態を理解する。

3) 心・血管疾患の診断と鑑別について理解する。

4) 心・血管疾患の内科的治療、外科的治療さらには予防について理解する。

5) 心・血管疾患における種々の合併症を理解し、医療安全の重要性を知る。

6) 心・血管疾患に対する診療が多職種によるチーム医療で運用されていることを理解する。

7) 循環器領域プライマリーケアについて説明できる。

行動目標　SBO

心・血管疾患を正しく理解するとともに、それらの診断や治療を的確に行うことができる医師となるため、必須な基礎知識とそ

の活用法を習得する。

1． 心臓の形態と機能について説明できる。

2． 心機能の基礎について説明できる。

3． 12誘導心電図波形を説明でき、疾患による心電図変化について述べることができる。

4． 心エコー法を用いた各種心疾患の診断ができる。

5． 心筋虚血と病態、および発症のメカニズムについて説明できる。

6． 急性心筋梗塞発症の診断・治療について説明できる。

7． 狭心症の症状・診断・治療について述べることができる。

8． 大動脈瘤・大動脈解離の診断と治療について述べることができる。

9． 肺高血圧症の診断と治療について説明できる。

10．動脈硬化・末梢動脈疾患の診断・治療について説明できる。

11．弁膜疾患の病因、分類、病態生理について述べることができる。

12．心不全の病態生理、代償機序について述べることができる。

13．心筋疾患、および心膜疾患の診断、治療について述べることができる。

14．急性冠症候群の定義・分類・診断について述べることができる。

15．感染性心内膜炎の診断と治療について説明できる。

16．不整脈の診断と治療について理解する。

17．カテーテルインターベンションについて説明できる。

18．肺塞栓症・深部静脈血栓症診断の診断・治療について述べることができる。

■成績評価方法および基準

コース終了時試験（学習目標の事項に関して基本的概念の理解、基本的知識の修得について評価する）　　　　筆記試験 50%

　MCQ問題 50%

■試験・課題に対するフィードバック方法

　学生達は授業内容の理解を容易にするために、授業前に配布されるプリントを用いて予習し、授業中に教員に質問できるよう

準備する。授業はプリントに沿って行なわれるので、授業中にマーク、チェック、さらには書き込みを行なう。授業終了時に実

施されるに授業時終了時試験問題を解答し、授業担当者からのその問題の解説を聞くことによって、さらに理解を深めるととも

に知識を定着させる。授業終了後は、その日の内に授業内容を復習し、十分理解できなかった点は教科書を用いて自己学習をし

て、足りない点をさらにプリントに書き込む。自己学習をしても疑問点が残るようであれば、下記のオフィスアワーに医局を訪

問して質問する。コースの試験内容と要点と解説については学生ポータルサイトに後日掲載する予定である。

■教科書

[ISBN]9784890134236 『カラー版 内科学』 (西村書店 : 2012)

[ISBN]9784254322705 『内科学』 (朝倉書店 : 2017)

[ISBN]9780071802154 『Harrison's Principles of Internal Medicine 19/E (Vol.1 & Vol.2)』 (Anthony Fauci, Stephen

Hauser, Dan Longo, J. Jameson, Joseph Loscalzo Dennis Kasper, McGraw-Hill Professional : 2015)

[ISBN]9784895928731 『ハリソン内科学 第5版』 (メディカルサイエンスインターナショナル : 2017)

■参考文献

指定しない

■関連科目

心臓血管外科　小児科　腎臓内科　泌尿器科

■授業評価アンケート実施方法

実施規程に準拠して行う。

■研究室・メールアドレス

研究棟2階 循環器内科・kinkicardiologyhp@gmail.com

■オフィスアワー

月曜、火曜、水曜　17:00-18:00（平野　豊）　木曜17:00-18:00（岩永善高）、金曜　17：00-18：00（栗田隆志）

■授業計画の内容及び時間外学修の内容・時間

下記の各授業1時間当たりの予習および復習について

予習内容：授業タイトルに対応するプリントを読んで、不明な内容、語句について調べる。

予習時間：15分

復習内容：授業中にプリントに書き込んだ内容を確認して整理する。不明な部分は再度調べる。

復習時間：15分

循環器病学総論(1)心臓の形態と機能、症候論について理解する

循環器病学総論(2)心雑音・医の倫理を理解する

循環器病学総論(3)動悸、呼吸困難、胸痛等の自覚症状を説明する

循環器病学総論(4)心機能の基礎について理解する

循環器病学検査(1)心臓超音波法(1)　正常の左室Mモード法、断層法、カラードプラ法について理解する

循環器病学検査(2)心電図(1)正常12誘導心電図の読み方について理解する

循環器病学総論(5)冠動脈の走行、灌流領域、冠循環について理解する

循環器病学検査(3)心電図(2)心電図の計測について理解する

循環器病学検査(4)心臓超音波法(2)　心エコー法を用いた心臓の収縮機能、拡張機能評価について述べる

循環器病学検査(5)心電図(3)心筋虚血と心電図変化について理解する

循環器病学検査(6)心電図(4)肥大に伴う心電図変化、脚ブロックの心電図について知る

循環器病学検査(7)不整脈(1)不整脈の基礎と頻拍のメカニズムについて理解する

心電図総合学習　各疾患と心電図変化について理解する

循環器病学検査(8)不整脈(2) 期外収縮、上室性頻拍、期外収縮の種類と心電図の読み方について学習する

循環器病学検査(9)不整脈(3) 心室頻拍、心室細動、心臓突然死の原因不整脈と、治療について知る

国試解説とQ&A　国家試験問題の分析と解析を行う

循環器病学検査(10)不整脈(4) 徐脈　徐脈の種類を理解して、ペースメーカ治療について知る

心電図ドリル　心電図を解読し診断する

環器病学検査(11)不整脈(5)　頻脈性不整脈に対する治療法とアブレーションについて説明する

循環器病学各論(1)虚血性心疾患(1)　心筋虚血と病態　発症のメカニズムについて理解する

循環器病学各論(2)虚血性心疾患(2)　狭心症の症状・診断・治療について理解する

循環器病学各論(3)心不全(1)　心不全の定義、分類について学ぶ。

統合授業　循環器病学各論(4)心不全(2)　心不全の病態生理、代償機序について学ぶ

循環器病学各論(5)　虚血性心疾患(3)　急性冠症候群の定義、分類、診断について学ぶ

循環器病学各論(6)虚血性心疾患(4)急性心筋梗塞(1)　急性心筋梗塞発症のメカニズム、診断について学ぶ

循環器病学各論(7)　虚血性心疾患(5)急性心筋梗塞(2)　急性心筋梗塞の治療、合併症、およびリハビリテーションについて理解

する

統合講義　加齢と心臓　加齢と心疾患の関連について理解する

循環器病学各論(8) 心不全(3)　心不全の診断について理解する

循環器病学各論(9) 心不全(4)　心不全治療について理解する

循環器病学各論(10) 動脈硬化　動脈硬化の診断・治療について理解する

循環器病学各論(11) 心臓核医学　心筋シンチグラム、PETについて理解する

 循環器病学各論(12) 末梢動脈疾患　末梢動脈疾患の診断、治療について理解できる

循環器病学各論(13) カテーテルインターベンション　カテーテルインターベンションについて理解する

循環器病学各論(14) 深部静脈血栓症診断の診断、治療について理解できる

循環器病学各論(15)弁膜疾患(1)　弁膜疾患の病因・分類・病態生理について理解できる

循環器病学各論(16) 弁膜疾患(2)　僧帽弁狭窄症,・僧帽弁閉鎖不全症の診断および治療について理解する

循環器病学各論(17) 大動脈瘤、大動脈解離　大動脈瘤・大動脈解離の診断と治療について理解する

循環器病学各論(18) 陳旧性心筋梗塞　陳旧性心筋梗塞診断・二次予防について理解する

循環器病学各論(19) 弁膜疾患(3)　大動脈弁狭窄症, 大動脈弁閉鎖不全症の診断および治療について理解する

循環器病学各論(20) 循環器領域プライマリーケア　循環器領域のプライマリーケアについて理解する

循環器病学各論(21)心膜疾患　心膜疾患の診断・治療について理解する

循環器病学各論(22)感染性心内膜炎　感染性心内膜炎の診断と治療について説明する

循環器病学各論(23)心筋疾患(1)　心筋疾患の分類と各種心筋疾患について理解する

循環器病学各論(24)肺高血圧症　肺高血圧症の診断と治療について説明できる

循環器病学各論(25)循環器疾患とチーム医療・医療安全

循環器病学各論(26)心筋疾患(2)　拡張型心筋症の診断と治療について説明できる

循環器病学各論(27)ショック　ショックの診断・治療について理解できる

循環器病学各論(28)心筋疾患(3)　肥大型心筋症の病態・診断・治療について理解する

循環器病学各論(29)心筋疾患(4)　二次性心筋症の代表的疾患と急性心筋炎について理解する

試験対策Q&A　試験問題に対する解説および対策
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下記の各授業1時間当たりの予習および復習について

予習内容：授業タイトルに対応するプリントを読んで、不明な内容、語句について調べる。

予習時間：15分

復習内容：授業中にプリントに書き込んだ内容を確認して整理する。不明な部分は再度調べる。

復習時間：15分

循環器病学総論(1)心臓の形態と機能、症候論について理解する

循環器病学総論(2)心雑音・医の倫理を理解する

循環器病学総論(3)動悸、呼吸困難、胸痛等の自覚症状を説明する

循環器病学総論(4)心機能の基礎について理解する

循環器病学検査(1)心臓超音波法(1)　正常の左室Mモード法、断層法、カラードプラ法について理解する

循環器病学検査(2)心電図(1)正常12誘導心電図の読み方について理解する

循環器病学総論(5)冠動脈の走行、灌流領域、冠循環について理解する

循環器病学検査(3)心電図(2)心電図の計測について理解する

循環器病学検査(4)心臓超音波法(2)　心エコー法を用いた心臓の収縮機能、拡張機能評価について述べる

循環器病学検査(5)心電図(3)心筋虚血と心電図変化について理解する

循環器病学検査(6)心電図(4)肥大に伴う心電図変化、脚ブロックの心電図について知る

循環器病学検査(7)不整脈(1)不整脈の基礎と頻拍のメカニズムについて理解する

心電図総合学習　各疾患と心電図変化について理解する

循環器病学検査(8)不整脈(2) 期外収縮、上室性頻拍、期外収縮の種類と心電図の読み方について学習する

循環器病学検査(9)不整脈(3) 心室頻拍、心室細動、心臓突然死の原因不整脈と、治療について知る

国試解説とQ&A　国家試験問題の分析と解析を行う

循環器病学検査(10)不整脈(4) 徐脈　徐脈の種類を理解して、ペースメーカ治療について知る

心電図ドリル　心電図を解読し診断する

環器病学検査(11)不整脈(5)　頻脈性不整脈に対する治療法とアブレーションについて説明する

循環器病学各論(1)虚血性心疾患(1)　心筋虚血と病態　発症のメカニズムについて理解する

循環器病学各論(2)虚血性心疾患(2)　狭心症の症状・診断・治療について理解する

循環器病学各論(3)心不全(1)　心不全の定義、分類について学ぶ。

統合授業　循環器病学各論(4)心不全(2)　心不全の病態生理、代償機序について学ぶ

循環器病学各論(5)　虚血性心疾患(3)　急性冠症候群の定義、分類、診断について学ぶ

循環器病学各論(6)虚血性心疾患(4)急性心筋梗塞(1)　急性心筋梗塞発症のメカニズム、診断について学ぶ

循環器病学各論(7)　虚血性心疾患(5)急性心筋梗塞(2)　急性心筋梗塞の治療、合併症、およびリハビリテーションについて理解

する

統合講義　加齢と心臓　加齢と心疾患の関連について理解する

循環器病学各論(8) 心不全(3)　心不全の診断について理解する

循環器病学各論(9) 心不全(4)　心不全治療について理解する

循環器病学各論(10) 動脈硬化　動脈硬化の診断・治療について理解する

循環器病学各論(11) 心臓核医学　心筋シンチグラム、PETについて理解する

 循環器病学各論(12) 末梢動脈疾患　末梢動脈疾患の診断、治療について理解できる

循環器病学各論(13) カテーテルインターベンション　カテーテルインターベンションについて理解する

循環器病学各論(14) 深部静脈血栓症診断の診断、治療について理解できる

循環器病学各論(15)弁膜疾患(1)　弁膜疾患の病因・分類・病態生理について理解できる

循環器病学各論(16) 弁膜疾患(2)　僧帽弁狭窄症,・僧帽弁閉鎖不全症の診断および治療について理解する

循環器病学各論(17) 大動脈瘤、大動脈解離　大動脈瘤・大動脈解離の診断と治療について理解する

循環器病学各論(18) 陳旧性心筋梗塞　陳旧性心筋梗塞診断・二次予防について理解する

循環器病学各論(19) 弁膜疾患(3)　大動脈弁狭窄症, 大動脈弁閉鎖不全症の診断および治療について理解する

循環器病学各論(20) 循環器領域プライマリーケア　循環器領域のプライマリーケアについて理解する

循環器病学各論(21)心膜疾患　心膜疾患の診断・治療について理解する

循環器病学各論(22)感染性心内膜炎　感染性心内膜炎の診断と治療について説明する

循環器病学各論(23)心筋疾患(1)　心筋疾患の分類と各種心筋疾患について理解する

循環器病学各論(24)肺高血圧症　肺高血圧症の診断と治療について説明できる

循環器病学各論(25)循環器疾患とチーム医療・医療安全

循環器病学各論(26)心筋疾患(2)　拡張型心筋症の診断と治療について説明できる

循環器病学各論(27)ショック　ショックの診断・治療について理解できる

循環器病学各論(28)心筋疾患(3)　肥大型心筋症の病態・診断・治療について理解する

循環器病学各論(29)心筋疾患(4)　二次性心筋症の代表的疾患と急性心筋炎について理解する

試験対策Q&A　試験問題に対する解説および対策

循環器分野  （循環器内科、心臓血管外科、心臓小児科）試験

 循環器内科、心臓血管外科、心臓小児科の分野をまとめて試験を行う。　責任者　循環器内科　栗田隆志

■ホームページ

近畿大学医学部循環器内科学　http://www.med.kindai.ac.jp/junnai/
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シラバス№： 1811900027

臨床各論Ⅱ内科学教室（腎臓内科部門）科目名　：

英文名　：

有馬　秀二・谷山　佳弘・中谷　嘉寿・坂口　美佳・松岡　稔明・

米田　雅美

担当者　：

医学科開講学科：

120時間 開講期： 必修科目必修選択の別：開講年次：単　位　： 3年次

科目区分： 専門科目

備　考　：

■授業概要・方法等

1. 主に講義形式に授業を行うが、一部の講義ではQ&A方式や発表など、参加型授業を設ける

2. 主に腎臓内科の教官が講義を行うが、一部の講義においては民間病院医師を含めた学外の教官による講義も行う。

3. パワーポイントスライドを用いて講義を行うが、併せて同内容の資料を配布する。

4. 学生からの質問は講義前後において随時受け付けるが、オフィスアワーを設け、学生が積極的に質問できる機会を設ける。

5. 学生の授業内容の理解状況を確認するため形成的評価のための小テストを適宜実施する。またUNIT終了後に総括的評価のた

めの本試験を行い、カリキュラムの習熟度を評価する。

■学習・教育目標及び到達目標

関連ディプロマポリシー

　①プロフェッショナルとしての高い使命感と倫理観を持ち、人に愛され、人に信頼され、人に尊敬される医師を目指すこと。

　②患者に対する思いやりと奉仕の精神、また、チームワークにおける協調精神を身につけること。

　③医師になるために必要な医学の知識と技能を修得し、さらに日々向上に努めること。

関連教育アウトカム

　①倫理とプロフェッショナリズム

　②医学的知識

　③医療の社会性の理解

キーワード

　糸球体濾過、体液の恒常性、血圧、病態、治療

腎臓内科学、高血圧病態学として上記の関連教育アウトカムを達成するために、下記の項目を学習・教育目標とする。

1)腎・尿路系の構造と機能を理解する。

2)腎疾患の病因・病態生理を理解する。

3)腎疾患の診断と治療を学ぶ。

4)腎疾患と多臓器疾患との関連を知る。

5)高血圧の病態生理、診察法、治療法について理解する。

6)チーム医療としての腎疾患診療・高血圧診療を理解する。

上記の学習・教育目標の到達レベルを知るための具体的な目標を以下に示す。

1) 腎・尿路系疾患の構造と機能を説明できる。

2) 糸球体における濾過の機序を説明できる。

3) 腎・尿路系の画像診断を説明できる。

4) 腎生検の適応と禁忌を説明できる。

5) 腎疾患に共通する病態を理解し、治療総論を説明できる。

6) 急性糸球体腎炎の病因・症候・診断と治療を説明できる。

7) 急速進行性糸球体腎炎の病因・症候・診断と治療を説明できる。

8) 慢性糸球体腎炎の分類・病因・症候・診断と治療を説明できる。

9) ループス腎炎の症候・診断と治療を説明できる。

10) アミロイド腎症の症候・診断と治療を説明できる。

11) 膠原病類縁疾患の腎病変を説明できる。

12) 糖尿病性腎症の症候・診断と治療を説明できる。

13) ネフローゼ症候群の分類・病因・症候・診断と治療を説明できる。

14) 急性腎障害(AKI)の原因・病態・治療を説明できる。

15) 水・電解質代謝・酸塩基平衡の機序と異常を説明できる。

16) 尿細管性アシドーシスの分類・病態生理・診断と治療を説明できる。

17) Fanconi症候群の病態・症候と診断を説明できる。

18) 急性・慢性腎盂腎炎の病因・症候・診断と治療を説明できる。

19) 急性・慢性尿細管間質性腎炎の病因・症候・診断と治療を説明できる。

20) 多発性嚢胞腎およびその他の遺伝性腎疾患の症候・診断と治療を説明できる。

21) 急性腎不全の病因・症候・診断と治療を説明できる。

22) 慢性腎不全の病因・症候・診断と治療を説明できる。

23) 血液浄化療法の理論と種類および適応を説明できる。

24) 腎臓の異常と多臓器疾患との関連（脳心腎連関）を説明できる。

25) 高血圧の病態・診察法・治療法を理解する。

26) 高血圧の成因を説明できる。

27) 高血圧の病態を説明できる。

28) 高血圧の環境要因を説明できる。

29) 高血圧の遺伝要因を説明できる。

30) 高血圧の診断基準を説明できる。

31) 高血圧の重症度分類を説明できる。

32) 二次性高血圧の診断と治療を説明できる。

33) 高血圧の管理計画を説明できる。

34) 高血圧の治療（生活習慣の修正、薬物治療）を説明できる。

35) 腎による血圧調節機序・圧利尿曲線・食塩感受性高血圧について説明できる。

36) 高血圧性臓器障害の種類・機序・評価法・治療を説明できる。

37) 合併症を伴う高血圧の治療を説明できる。

38) 悪性高血圧の定義・病態・治療を説明できる。

39) 高血圧緊急症の定義・病態・治療を説明できる。

40) 高齢者高血圧の特徴と治療を説明できる。

41) 妊娠高血圧の特徴と治療を説明できる。

42) 小児高血圧の特徴と治療を説明できる。
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関連ディプロマポリシー

　①プロフェッショナルとしての高い使命感と倫理観を持ち、人に愛され、人に信頼され、人に尊敬される医師を目指すこと。

　②患者に対する思いやりと奉仕の精神、また、チームワークにおける協調精神を身につけること。

　③医師になるために必要な医学の知識と技能を修得し、さらに日々向上に努めること。

関連教育アウトカム

　①倫理とプロフェッショナリズム

　②医学的知識

　③医療の社会性の理解

キーワード

　糸球体濾過、体液の恒常性、血圧、病態、治療

腎臓内科学、高血圧病態学として上記の関連教育アウトカムを達成するために、下記の項目を学習・教育目標とする。

1)腎・尿路系の構造と機能を理解する。

2)腎疾患の病因・病態生理を理解する。

3)腎疾患の診断と治療を学ぶ。

4)腎疾患と多臓器疾患との関連を知る。

5)高血圧の病態生理、診察法、治療法について理解する。

6)チーム医療としての腎疾患診療・高血圧診療を理解する。

上記の学習・教育目標の到達レベルを知るための具体的な目標を以下に示す。

1) 腎・尿路系疾患の構造と機能を説明できる。

2) 糸球体における濾過の機序を説明できる。

3) 腎・尿路系の画像診断を説明できる。

4) 腎生検の適応と禁忌を説明できる。

5) 腎疾患に共通する病態を理解し、治療総論を説明できる。

6) 急性糸球体腎炎の病因・症候・診断と治療を説明できる。

7) 急速進行性糸球体腎炎の病因・症候・診断と治療を説明できる。

8) 慢性糸球体腎炎の分類・病因・症候・診断と治療を説明できる。

9) ループス腎炎の症候・診断と治療を説明できる。

10) アミロイド腎症の症候・診断と治療を説明できる。

11) 膠原病類縁疾患の腎病変を説明できる。

12) 糖尿病性腎症の症候・診断と治療を説明できる。

13) ネフローゼ症候群の分類・病因・症候・診断と治療を説明できる。

14) 急性腎障害(AKI)の原因・病態・治療を説明できる。

15) 水・電解質代謝・酸塩基平衡の機序と異常を説明できる。

16) 尿細管性アシドーシスの分類・病態生理・診断と治療を説明できる。

17) Fanconi症候群の病態・症候と診断を説明できる。

18) 急性・慢性腎盂腎炎の病因・症候・診断と治療を説明できる。

19) 急性・慢性尿細管間質性腎炎の病因・症候・診断と治療を説明できる。

20) 多発性嚢胞腎およびその他の遺伝性腎疾患の症候・診断と治療を説明できる。

21) 急性腎不全の病因・症候・診断と治療を説明できる。

22) 慢性腎不全の病因・症候・診断と治療を説明できる。

23) 血液浄化療法の理論と種類および適応を説明できる。

24) 腎臓の異常と多臓器疾患との関連（脳心腎連関）を説明できる。

25) 高血圧の病態・診察法・治療法を理解する。

26) 高血圧の成因を説明できる。

27) 高血圧の病態を説明できる。

28) 高血圧の環境要因を説明できる。

29) 高血圧の遺伝要因を説明できる。

30) 高血圧の診断基準を説明できる。

31) 高血圧の重症度分類を説明できる。

32) 二次性高血圧の診断と治療を説明できる。

33) 高血圧の管理計画を説明できる。

34) 高血圧の治療（生活習慣の修正、薬物治療）を説明できる。

35) 腎による血圧調節機序・圧利尿曲線・食塩感受性高血圧について説明できる。

36) 高血圧性臓器障害の種類・機序・評価法・治療を説明できる。

37) 合併症を伴う高血圧の治療を説明できる。

38) 悪性高血圧の定義・病態・治療を説明できる。

39) 高血圧緊急症の定義・病態・治療を説明できる。

40) 高齢者高血圧の特徴と治療を説明できる。

41) 妊娠高血圧の特徴と治療を説明できる。

42) 小児高血圧の特徴と治療を説明できる。

■成績評価方法および基準

筆記試験 50%

MCQ問題 50%

■試験・課題に対するフィードバック方法

試験終了後（試験期間終了後）に模範答案・試験の要点と解説（印刷物）を配布します。

■教科書

[ISBN]9784254322705 『内科学』 (朝倉書店 : 2017)

[ISBN]9784521737751 『内科学書 改訂第8版』 (中山書店 : 2013)

[ISBN]9784525258719 『臨床腎臓内科学』 (南山堂 : 2013)

[ISBN]9781455748365 『Brenner and Rector's The Kidney, 2-Volume Set, 10e』 (Karl Skorecki MD  FRCP(C)

FASN, Elsevier : 2015)

■参考文献

[ISBN]9784885632259 『エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン 2013』 (東京医学社 : 2013)

[ISBN]9784897753225 『高血圧治療ガイドライン2014』 (ライフ・サイエンス出版 : 2014)

■関連科目

泌尿器科学　循環器内科学　内分泌学　病理学

■授業評価アンケート実施方法

実施規程に準拠して行う。

■研究室・メールアドレス

研究棟2階 腎臓内科・jinzo@med.kindai.ac.jp

■オフィスアワー

月～金曜日　PM 5-6時

（月曜日：有馬秀二、谷山佳弘）

（火曜日：有馬秀二、中谷嘉寿）

（水曜日：有馬秀二、谷山佳弘）

（木曜日：坂口美佳、松岡稔明）

（金曜日：坂口美佳、中谷嘉寿） 180



月～金曜日　PM 5-6時

（月曜日：有馬秀二、谷山佳弘）

（火曜日：有馬秀二、中谷嘉寿）

（水曜日：有馬秀二、谷山佳弘）

（木曜日：坂口美佳、松岡稔明）

（金曜日：坂口美佳、中谷嘉寿）

■授業計画の内容及び時間外学修の内容・時間

＜腎臓内科学＞

総論１：腎臓の解剖・機能と腎臓病の症候・病態生理を学ぶ

総論２：腎臓病の治療総論を学ぶ

総論３：腎臓病の検査総論（腎機能検査・画像・腎生検）を学ぶ

糸球体腎炎：急性糸球体腎炎・慢性糸球体腎炎の原因・病態生理・治療・予後について学ぶ

糖尿病性腎症：糖尿病による腎障害の機序、病態生理・治療・合併症について学ぶ

ネフローゼ症候群：原因疾患・病態・治療について学ぶ

急性腎障害：病態生理と原疾患、全身への影響、治療、予後について学ぶ

水・電解質代謝・酸塩基平衡：腎臓による体液の恒常性維持のメカニズム、その異常で生じる病態を学ぶ

尿細管機能異常：尿細管機能異常によって生じる病態とファンコニ症候群やバーター症候群などの尿細管疾患を学ぶ

尿細管間質性腎炎・薬剤性腎障害：尿細管間質性腎炎の原因・病態・治療および腎機能障害の原因となる薬剤とその機序につい

て学ぶ

遺伝性腎疾患：多発性嚢胞腎、アルポート症候群などの遺伝性腎疾患の疫学、原因、病態、治療、予後について学ぶ

腎不全：急性腎不全、慢性腎不全の病態・治療・合併症について学ぶ

血液浄化療法：血液透析、腹膜透析などの血液浄化療法の原理と詳細について学ぶ

全身性疾患による腎障害：SLEやアミロイドーシスなど（糖尿病・高血圧以外の）全身性疾患による腎障害の機序・病態・治療に

ついて学ぶ

腎臓医学英語：腎臓病領域で必須の英語知識と英語文献から情報を得るための基本的英語表現を学ぶ

＜高血圧＞

総論１：高血圧の病態生理と高血圧による合併症を学ぶ

総論２：高血圧の疫学、特に日本人高血圧患者の特徴を学ぶ

総論３：高血圧の診断に必要な血圧測定法、身体所見の取り方、検査の進め方を学ぶ

管理と治療：高血圧患者の管理・治療における基本を学ぶ

二次性高血圧の診断と治療：二次性高血圧の原因、病態生理、鑑別診断、治療について学ぶ

腎と高血圧：高血圧の原因としての腎臓機能異常と高血圧性腎障害について学ぶ

高血圧性臓器障害：高血圧によって引き起こされる臓器障害と機序・病態生理・治療を学ぶ

合併症を伴う高血圧の治療：合併症を有する高血圧患者の治療において注意すべき点について病態生理の観点から学ぶ

悪性高血圧・高血圧緊急症：高血圧の最重症型である悪性高血圧・高血圧緊急症の病態生理と治療を学ぶ

特殊な高血圧：高齢者・妊婦や小児などで生じる高血圧の病態生理と治療の注意点を学ぶ

予習内容：授業タイトルに対応する部分の教科書（朝倉書店「内科学」または中山書店「内科学書」）を用いて予習し、授業準

備を行う。

予習時間：10分

復習内容：その日の講義内容を十分復習し、配布資料を読み、理解を深めるとともに、応用できる記憶として定着させる。

復習時間：15分
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＜腎臓内科学＞

総論１：腎臓の解剖・機能と腎臓病の症候・病態生理を学ぶ

総論２：腎臓病の治療総論を学ぶ

総論３：腎臓病の検査総論（腎機能検査・画像・腎生検）を学ぶ

糸球体腎炎：急性糸球体腎炎・慢性糸球体腎炎の原因・病態生理・治療・予後について学ぶ

糖尿病性腎症：糖尿病による腎障害の機序、病態生理・治療・合併症について学ぶ

ネフローゼ症候群：原因疾患・病態・治療について学ぶ

急性腎障害：病態生理と原疾患、全身への影響、治療、予後について学ぶ

水・電解質代謝・酸塩基平衡：腎臓による体液の恒常性維持のメカニズム、その異常で生じる病態を学ぶ

尿細管機能異常：尿細管機能異常によって生じる病態とファンコニ症候群やバーター症候群などの尿細管疾患を学ぶ

尿細管間質性腎炎・薬剤性腎障害：尿細管間質性腎炎の原因・病態・治療および腎機能障害の原因となる薬剤とその機序につい

て学ぶ

遺伝性腎疾患：多発性嚢胞腎、アルポート症候群などの遺伝性腎疾患の疫学、原因、病態、治療、予後について学ぶ

腎不全：急性腎不全、慢性腎不全の病態・治療・合併症について学ぶ

血液浄化療法：血液透析、腹膜透析などの血液浄化療法の原理と詳細について学ぶ

全身性疾患による腎障害：SLEやアミロイドーシスなど（糖尿病・高血圧以外の）全身性疾患による腎障害の機序・病態・治療に

ついて学ぶ

腎臓医学英語：腎臓病領域で必須の英語知識と英語文献から情報を得るための基本的英語表現を学ぶ

＜高血圧＞

総論１：高血圧の病態生理と高血圧による合併症を学ぶ

総論２：高血圧の疫学、特に日本人高血圧患者の特徴を学ぶ

総論３：高血圧の診断に必要な血圧測定法、身体所見の取り方、検査の進め方を学ぶ

管理と治療：高血圧患者の管理・治療における基本を学ぶ

二次性高血圧の診断と治療：二次性高血圧の原因、病態生理、鑑別診断、治療について学ぶ

腎と高血圧：高血圧の原因としての腎臓機能異常と高血圧性腎障害について学ぶ

高血圧性臓器障害：高血圧によって引き起こされる臓器障害と機序・病態生理・治療を学ぶ

合併症を伴う高血圧の治療：合併症を有する高血圧患者の治療において注意すべき点について病態生理の観点から学ぶ

悪性高血圧・高血圧緊急症：高血圧の最重症型である悪性高血圧・高血圧緊急症の病態生理と治療を学ぶ

特殊な高血圧：高齢者・妊婦や小児などで生じる高血圧の病態生理と治療の注意点を学ぶ

予習内容：授業タイトルに対応する部分の教科書（朝倉書店「内科学」または中山書店「内科学書」）を用いて予習し、授業準

備を行う。

予習時間：10分

復習内容：その日の講義内容を十分復習し、配布資料を読み、理解を深めるとともに、応用できる記憶として定着させる。

復習時間：15分

■ホームページ

近畿大学医学部腎臓内科　http://www.med.kindai.ac.jp/jinzou/
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シラバス№： 1811900032

臨床各論Ⅲ眼科学教室科目名　：

英文名　：

日下　俊次・中尾　雄三・三島　弘・松本　長太・福田　昌彦・江口　洋・

杉岡　孝二・奥山　幸子・國吉　一樹・橋本　茂樹・野本　裕貴・

青松　圭一・七部　史・岩田　明子・高橋　彩・萱澤　朋泰・萱澤　真梨子・

坂本　万寿夫・南　毅・山雄　さやか・堀田　芙美香・上野　覚・

宮本　裕子・檜垣　史郎・阿部　考助・友田　有美子・留守　良太・

森本　淳子・小池　英子・渡邊　敬三

担当者　：

医学科開講学科：

120時間 開講期： 必修科目必修選択の別：開講年次：単　位　： 3年次

科目区分： 専門科目

備　考　：

■授業概要・方法等

講義中心の授業を行う。講義に先立ち講義内容についてのプリントを学生に配布し、教科書及び参考文献で内容をより詳しく確

認してもらいながら授業をすすめていく。教員は医学生が最低限知っておくべき眼科知識はもちろん、最新の眼科分野における

知見についても授業スライドで説明し、教科書にはまだ記載されていない診断方法・治療方法等について聴講することにより眼

科学への興味を持ってもらう。講義内容に関する理解度を確認するためにすべての講義が終了後、選択及び記述式の試験を行

う。

■学習・教育目標及び到達目標

一般目標（ＧＩＯ）

眼球及びその付属器と視路の構造と機能を理解し，眼科以外の科と関連する領域や有病率の高い疾患，緊急度の高い疾患にも重

点を置いて様々な眼科疾患の症候・病態・診断と治療を理解し，一般医に必要な眼科に関する基本的知識を習得する。

行動目標（ＳＢＯ）

前眼部及び後眼部，視路と眼球運動系の各解剖と生理，病的状態，診断と治療について理解，説明できる。

■成績評価方法および基準

講義での受講態度・姿勢 20%

本試験 80%

■試験・課題に対するフィードバック方法

講義内容をプリントし事前に学生に配布し、予習を行った上で講義に出席し理解を深めてもらう。また、その内容を改めて復習

することにより知識として定着させる。

■教科書

[ISBN]9784307351683 『現代の眼科学』 (金原出版 : 2018)

[ISBN]9784260024112 『標準眼科学 第13版 (Standard textbook)』 (木下 茂, 医学書院 : 2016)

■参考文献

[ISBN]9784758307376 『眼科診療学ABC』 (メジカルビュー社 : 2009)

[ISBN]9784830655166 『イラスト眼科 (Bunkodo Illustrated Basic Series)』 (渡辺 郁緒, 文光堂 : 2003)

[ISBN]9784765314596 『眼の感染症』 (金芳堂 : 2010)

■関連科目

解剖学　生理学

■授業評価アンケート実施方法

実施規定に準拠して行う。

■研究室・メールアドレス

ganka_renraku@med.kindai.ac.jp

■オフィスアワー

月～金曜日　9～17時
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月～金曜日　9～17時

■授業計画の内容及び時間外学修の内容・時間

1視覚器の機能と構造

眼球の各組織の基本的知識を習得する。

2視力・屈折・調節

眼光学系の基本を理解する。

3視野

視覚中枢と視野についての知識を習得する。

4角膜・感染症

角膜と感染症に関する基礎的知識を習得する。

5角結膜手術，角膜移植

角膜移植とそれをとりまく社会環境について理解を深める。

6水晶体・白内障手術

水晶体関連の疾患などに対する基本的知識を習得する。

7ぶどう膜・眼炎症

ぶどう膜についての関連知識を習得する。

8眼瞼・涙器・結膜

結膜及び眼付属器に対する理解を深める。

9眼球運動・斜視・弱視

眼球運動及び斜視に対して理解する。

10眼外傷

前眼部及び後眼部の外傷について理解する。

11前眼部所見の見方・診察

前眼部所見の見方の実際の手技について理解する。

12未熟児網膜症

未熟児網膜症の基本について理解・習得する。

13黄斑疾患

網膜，特に黄斑部についての基本的な知識を習得する。

14眼底所見の見方

眼底所見の読み解き方を理解する。

15眼圧・緑内障

前房の解剖・機能と関連する疾患（主に緑内障）についての知識を習得し，理解する。

16光覚，色覚，電気生理

視覚系の電気生理，色覚について理解する。

17変性疾患

網膜変性疾患についての知識を習得する。

18網膜剥離・硝子体手術

網膜・硝子体に関連する疾患につ いての知識を習得する。

19眼循環障害

眼循環について理解する。

20視神経・瞳孔

視神経と瞳孔の関連について理解する。

21頭蓋内・眼窩

眼科から頭蓋内の視覚系について 理解する。

22糖尿病網膜症

糖尿病網膜症に関する基本的知識を理解・習得する。
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1視覚器の機能と構造

眼球の各組織の基本的知識を習得する。

2視力・屈折・調節

眼光学系の基本を理解する。

3視野

視覚中枢と視野についての知識を習得する。

4角膜・感染症

角膜と感染症に関する基礎的知識を習得する。

5角結膜手術，角膜移植

角膜移植とそれをとりまく社会環境について理解を深める。

6水晶体・白内障手術

水晶体関連の疾患などに対する基本的知識を習得する。

7ぶどう膜・眼炎症

ぶどう膜についての関連知識を習得する。

8眼瞼・涙器・結膜

結膜及び眼付属器に対する理解を深める。

9眼球運動・斜視・弱視

眼球運動及び斜視に対して理解する。

10眼外傷

前眼部及び後眼部の外傷について理解する。

11前眼部所見の見方・診察

前眼部所見の見方の実際の手技について理解する。

12未熟児網膜症

未熟児網膜症の基本について理解・習得する。

13黄斑疾患

網膜，特に黄斑部についての基本的な知識を習得する。

14眼底所見の見方

眼底所見の読み解き方を理解する。

15眼圧・緑内障

前房の解剖・機能と関連する疾患（主に緑内障）についての知識を習得し，理解する。

16光覚，色覚，電気生理

視覚系の電気生理，色覚について理解する。

17変性疾患

網膜変性疾患についての知識を習得する。

18網膜剥離・硝子体手術

網膜・硝子体に関連する疾患につ いての知識を習得する。

19眼循環障害

眼循環について理解する。

20視神経・瞳孔

視神経と瞳孔の関連について理解する。

21頭蓋内・眼窩

眼科から頭蓋内の視覚系について 理解する。

22糖尿病網膜症

糖尿病網膜症に関する基本的知識を理解・習得する。

■ホームページ

近畿大学医学部　眼科学教室　http://www.med.kindai.ac.jp/optho/
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シラバス№： 1811900081

臨床各論Ⅲ呼吸器外科学教室科目名　：

英文名　：

光冨　徹哉担当者　：

医学科開講学科：

120時間 開講期： 必修科目必修選択の別：開講年次：単　位　： 3年次

科目区分： 専門科目

備　考　：

■授業概要・方法等

呼吸器外科全般についてプリントとスライドを用いた講義形式で行う。双方向授業になるように講義内容についての質疑応答を

適宜行う。講義終了後に総合的評価のために本試験を実施し、カリキュラムの習熟度を評価する。尚、試験は選択問題と記述式

の両方で行う。

■学習・教育目標及び到達目標

関連するディプロマポリシー

①医師のしての高い使命感と倫理観を持ち、人に信頼され、尊敬される人間形成を目指す。

 ②患者に対する思いやりと奉仕の精神、またチームワークにおける協調精神を身につける。

 ③医師になるために必要な医学的知識と技能を習得し、さらに日々向上に努める。

  関連する医学部教育アウトカム

①倫理とプロフェッショナリズム

 ②医学的知識

③診療の基本的技能

  キーワード 呼吸器、疫学、病態、診断、治療

一般目標（GIO）

呼吸器疾患を理解する上で、肺の構造および人体における呼吸の機能と調節について学習する。また、各種呼吸器疾患の病態、

診断を学習し特に外科的対象疾患を理解して手術を含める。また、治療方法についての知識を身につける。

行動目標（SBOs）

外科総論として呼吸器外科に必要な気道と肺の解剖と生理の特性について説明できる。

呼吸器外科手術の対象疾患を列挙し、その診断と治療について述べることができる。

呼吸器外科手術の術前術後管理、合併症について述べることができる。

種々の胸腔内到達法、内視鏡手術、ロボット手術について説明できる。

肺癌の疫学、症候、検査、診断、ステージング、治療、とくに外科治療、予後等について説明できる。

肺癌以外の肺腫瘍とその治療について説明できる。

気胸の診断と外科治療について説明できる。

転移性肺腫瘍の手術適応とその治療成績について説明できる。

肺の感染症の外科治療について説明できる。

気管、気管支、横隔膜の外科的疾患と手術について説明できる。

肺移植の適応、手技、成績について説明できる。

■成績評価方法および基準

成績評価方法および基準 本試験（学習目標の事項に関して基本的概念の理解、基本的知識の修得について評価する）。出欠につ

いては大学の基準に従う。 100%

■試験・課題に対するフィードバック方法

なし

■教科書

[ISBN]9784260021487 『標準外科学 第14版 (STANDARD TEXTBOOK)』 (畠山 勝義, 医学書院 : 2016)

[ISBN]9784524222391 『NEW外科学 改訂第3版 (Nankodo’s essential wellーadvan)』 (南江堂 : 2012)

■参考文献

[ISBN]9784525312145 『呼吸器外科学 改訂4版』 (藤井義敬, 南山堂 : 2009)

[ISBN]9784524258581 『呼吸器外科テキスト(オンラインアクセス権付): 外科専門医・呼吸器外科専門医をめざす人のため

に』 (南江堂 : 2016)
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[ISBN]9784525312145 『呼吸器外科学 改訂4版』 (藤井義敬, 南山堂 : 2009)

[ISBN]9784524258581 『呼吸器外科テキスト(オンラインアクセス権付): 外科専門医・呼吸器外科専門医をめざす人のため

に』 (南江堂 : 2016)

■関連科目

呼吸器内科学

腫瘍内科学

外科学

■授業評価アンケート実施方法

医学部実施規定に準じて行う

■研究室・メールアドレス

profsec-mitsuishi@med.kindai.ac.jp

■オフィスアワー

09:00-17:00

■授業計画の内容及び時間外学修の内容・時間

-呼吸器外科総論

①呼吸器外科に必要な肺の解剖と生理の特性を概説し、術前術後管理、合併症について講義する。②胸腔内到達法、内視鏡手

術、ロボット手術について講義する。

-呼吸器外科的疾患１および２

腫瘍性疾患、胸膜・胸壁疾患、縦隔腫瘍、横隔膜疾患、外傷、肺移植などの呼吸器外科の対象疾患と手術適応、手術について講

義する。

-肺癌の外科治療

■ホームページ

近畿大学医学部外科額教室　呼吸器外科部門　http://www.kindai-geka.jp/medical/thoracic-lung/

187



シラバス№： 1811900031

臨床各論Ⅲ耳鼻咽喉科学教室科目名　：

英文名　：

土井　勝美・瀬尾　徹・北野　睦三・齋藤　和也・藤原　良平・藤田　岳・

村上　信五・日比野　浩・小川　真・森川　大樹・佐藤　満雄・小林　孝光

担当者　：

医学科開講学科：

120時間 開講期： 必修科目必修選択の別：開講年次：単　位　： 3年次

科目区分： 専門科目

備　考　：

■授業概要・方法等

授業は講義が主体である。耳鼻咽喉科・頭頸部外科領域の代表的な疾患に関する症候、診断の基礎を紹介する。座学中心である

がよく理解できるようスライドを工夫し、プリントを配布して、自学自習を強く促す予定である。また、学外講師による特別講

義を、それぞれの分野のエキスパートとして招聘し、実施している。講義もにおいては双方向授業となるよう努め、学生には既

習および発展的な内容に関する質疑応答を適宜行い、自学自習を強く促す。

学生からの質問には授業時間内・終了後に対応し、また、時間外にも学生が自由に質問できるようにしている。

全講義終了後に総合的評価のための本試験を実施し、カリキュラムの習熟度を評価する。

■学習・教育目標及び到達目標

医療に円滑にたずさわれるように、医学の各専門分野の1つとしての耳鼻咽喉科・頭頸部外科領域についての正しい認識と理解を

持つ。プライマリーケアの観点から、耳鼻咽喉科・頭頸部外科領域に疾患を有する患者に対して、一般医としての適切な処置や

指導を行うことができるようになるために、この領域の主要な疾患の診断と治療に関する知識と技術を学習する。また、耳鼻咽

喉科領域の障害が患者の生活の質（QOL）に及ぼす影響を確認し、耳鼻咽喉科診療の重要性およびその意義を理解する。

以下の1から21を到達目標とする。

1　前庭系・聴覚系の解剖と生理を述べることができる。

2　外耳・中耳・内耳疾患の診断と治療を述べることができる。

3　伝音難聴・感音難聴に対する外科治療を述べることができる。

4　顔面神経麻痺の診断と治療を述べることができる。

5　めまい疾患の診断と保存的治療を述べることができる。

6　めまい疾患の外科的治療を述べることができる。

7　難聴・めまい疾患の遺伝子診断・遺伝子治療を述べることができる。

8　アレルギー性鼻炎の診断と治療を述べることができる。

9　アレルギー性鼻炎に対する免疫学的治療を述べることができる。

10　鼻・副鼻腔の解剖と生理を述べることができる。

11　種々の鼻・副鼻腔疾患（良性、悪性）の診断と治療を述べることができる。

12　口腔・咽頭・喉頭の解剖と生理を述べることができる。

13　種々の咽頭疾患の診断と治療を述べることができる。

14　種々の喉頭疾患の診断と治療を述べることができる。

15　種々の唾液腺疾患の診断と治療を述べることができる。

16　気管食道異物への対処、気管切開の適応やその手技を述べることができる。

17　嚥下のメカニズムや誤嚥への対策、種々の音声障害をおこす疾患やその治療法を述べることができる。

18　甲状腺腫瘍の診断と治療を述べることができる。

19　頭頸部癌の発癌のメカニズムを述べることができる。

20　頭頸部腫瘍（良性・悪性）の診断と治療を述べることができる。

21　頭頸部癌切除後の機能再建を述べることができる。

これらの目標は本学の教育アウトカム「医学的知識」に関連している。また、ディプロマポリシーの「医師に必要な基礎的知

識・技能の修得」につながっている。

■成績評価方法および基準

定期試験 100%

■試験・課題に対するフィードバック方法

試験終了後（試験期間終了後）に模範答案（印刷物）を配布します。
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■教科書

[ISBN]9784525370510 切替一郎原著、野村恭也編　新耳鼻咽喉科学　南山堂

加我君孝他　新臨床耳鼻咽喉科　中外医学社

【留意事項】適宜プリントを配布します

■参考文献

【留意事項】適宜授業時に紹介します

■関連科目

代謝内分泌内科　形成外科　歯科口腔外科

■授業評価アンケート実施方法

実施規程に準拠して行う。

■研究室・メールアドレス

研究棟2階 耳鼻咽喉科・jibi-hisho@med.kindai.ac.jp

■オフィスアワー

金曜日　17：00～

■授業計画の内容及び時間外学修の内容・時間

学生は授業前に教科書を用いて各講義に対して60分以上の予習をし、授業準備を行う。授業終了後は、その日の講義内容を十分

復習し、理解を深めるとともに、応用できる記憶として定着させる。

第1回  人工内耳

第2回  聴覚改善手術

第3回  人工中耳

第4回  顔面神経麻痺

第5回  側頭骨・頭蓋底外科

第6回  聴覚系の解剖と生理

第7回  聴力検査１

第8回  聴力検査２

第9回  鼻・副鼻腔の解剖と生理

第10回  鼻・副鼻腔良性疾患

第11回  感音難聴

第12回  難聴の遺伝子診断

第13回  頭頸部癌総論

第14回  鼻・副鼻腔悪性疾患

第15回  前庭系の解剖と生理

第16回  平衡機能検査

第17回  めまい疾患

第18回  唾液腺良性・悪性疾患

第19回  気道の障害

第20回  音声外科

第21回  嚥下障害

第22回  耳鳴り・補聴器

第23回  蝸牛内の聴覚生理

第24回  聴覚のおもしろい話

第25回  喉頭良性・悪性疾患

第26回  咽頭良性・悪性疾患

第27回  甲状腺・頸部良性・悪性疾患
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■ホームページ

近畿大学　耳鼻咽喉科　http://www.med.kindai.ac.jp/oto/
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シラバス№： 1811900029

臨床各論Ⅲ内科学教室（呼吸器・アレルギー内科部門）科目名　：

英文名　：

東田　有智・光冨　徹哉・上嶋　繁・村木　正人・久米　裕昭・東本　有司・

岩永　賢司・佐野　博幸・西山　理・山縣　俊之・佐野　安希子・

堀口　高彦

担当者　：

医学科開講学科：

120時間 開講期： 必修科目必修選択の別：開講年次：単　位　： 3年次

科目区分： 専門科目

備　考　：

■授業概要・方法等

授業は呼吸器病学全般について呼吸器内科、呼吸器外科、生理学の教員がプリントとスライドを用いた講義形式で行う。双方向

授業になるように講義内容についての質疑応答を適宜行う。講義終了後に総合的評価のために本試験を実施し、カリキュラムの

習熟度を評価する。尚、試験は選択問題と記述式の両方で行う。

■学習・教育目標及び到達目標

関連するディプロマポリシー

①医師のしての高い使命感と倫理観を持ち、人に信頼され、尊敬される人間形成を目指す。

②患者に対する思いやりと奉仕の精神、またチームワークにおける協調精神を身につける。

③医師になるために必要な医学的知識と技能を習得し、さらに日々向上に努める。

関連する医学部教育アウトカム

①倫理とプロフェッショナリズム

②医学的知識

③診療の基本的技能

キーワード

呼吸器、疫学、病態、診断、治療

-------------------------------------------------------------------------------------

一般目標（GIO）

呼吸器疾患を理解する上で、肺の構造および人体における呼吸の機能と調節について学習し、肺でのガス交換がどのように行わ

れているかを理解する。また、各種呼吸器疾患の病態、診断を学習し、内科的および外科的対象疾患を理解して手術を含める。

また、治療方法についての知識を身につける。

行動目標（SBOs）

１．肺の解剖と換気・拡散・肺循環を理解し、呼吸調節系の機序および肺、末梢でのガス交換機序を述べることができる。ま

た、ヘモグロビンの生理作用と酸素解離曲線について述べることができる。

２．肺循環系の障害として肺血栓・塞栓症および肺高血圧症の症状、鑑別診断について理解し、検査および治療について述べる

ことができる。また、慢性呼吸器疾患に合併する肺性心や特殊な病態の肺動静脈廔について述べることができる。

３．慢性呼吸不全の定義・メカニズム・臨床症状・治療について述べることができる。

４．換気障害として過換気症候群の病態生理を理解し、臨床症状を述べることができる。また、肺胞低換気症候群、睡眠時無呼

吸症候群の発症機序、成因、および診断と治療について理解する。

５．先天性・遺伝性・嚢胞性肺疾患の画像的特徴および診断・治療について理解する。

６．び漫性肺疾患ついて間質性肺炎ではIPF, NSIP,AIP, COPの特徴と鑑別を知り、診断、治療、予後について理解する。また、

過敏性肺疾患では原因物質と免疫学的発症機序について学習し、診断と治療について述べることができる。さらに薬剤、化学物

質、放射線による肺障害の原因物質と発症機序、治療について理解する。

７．社会医学と臨床医学の観点から、塵肺症、一酸化炭素中毒、パラコート中毒・減圧症について述べることができる。

９．呼吸器感染症として肺抗酸菌症の病態と診断について説明できる。また、肺結核の感染防止予防について説明できるように

する。さらに非細菌性肺炎の病原体を挙げ、診断と治療について述べることができる。

１０．気管支喘息の病態生理を理解し、急性期及び長期管理について述べることができる。また、慢性閉塞性肺疾患における慢

性気管支炎、肺気腫の位置づけを知り、成因、病態生理を踏まえた診断と治療を理解する。

１１．胸膜・横隔膜・縦隔疾患では、胸膜炎の病態と胸水の性状について学習し、臨床症状および検査/治療について述べること

ができる。また、気胸・縦隔気腫・横隔膜異常について発症機序、診断、治療を述べることができる。

１２．頻度は少ないが特殊な肺疾患として、肺胞蛋白症、肺胞微石症について病因を理解し、特徴的な画像と診断の述べること

ができる。また、肺胞蛋白症に治療禁忌とリポイド肺炎の概念を理解する。

１３．呼吸器の医療安全として、診療時の安全確保、危機管理、緊急時の対応について理解し、述べることができる。

１４．外科総論として呼吸器外科に必要な肺の解剖と生理の特性について説明できる。また、呼吸器外科手術の対象疾患を列挙

し、術前術後管理、合併症について述べることができる。種々の胸腔内到達法、内視鏡手術、ロボット手術について説明でき

る。　肺のリンパの解剖とリンパ節郭清の意義および肺切除の機能的な適応について説明できる。肺移植の適応、手技、成績に

ついて説明できる。

１５．個々の外科的疾患について、肺癌以外の肺腫瘍とその治療について説明できる。転移性肺腫瘍の手術適応とその治療成績

について説明できる。肺の感染症の外科治療について説明できる。気管支の外科的疾患と手術について説明できる。
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関連するディプロマポリシー

①医師のしての高い使命感と倫理観を持ち、人に信頼され、尊敬される人間形成を目指す。

②患者に対する思いやりと奉仕の精神、またチームワークにおける協調精神を身につける。

③医師になるために必要な医学的知識と技能を習得し、さらに日々向上に努める。

関連する医学部教育アウトカム

①倫理とプロフェッショナリズム

②医学的知識

③診療の基本的技能

キーワード

呼吸器、疫学、病態、診断、治療

-------------------------------------------------------------------------------------

一般目標（GIO）

呼吸器疾患を理解する上で、肺の構造および人体における呼吸の機能と調節について学習し、肺でのガス交換がどのように行わ

れているかを理解する。また、各種呼吸器疾患の病態、診断を学習し、内科的および外科的対象疾患を理解して手術を含める。

また、治療方法についての知識を身につける。

行動目標（SBOs）

１．肺の解剖と換気・拡散・肺循環を理解し、呼吸調節系の機序および肺、末梢でのガス交換機序を述べることができる。ま

た、ヘモグロビンの生理作用と酸素解離曲線について述べることができる。

２．肺循環系の障害として肺血栓・塞栓症および肺高血圧症の症状、鑑別診断について理解し、検査および治療について述べる

ことができる。また、慢性呼吸器疾患に合併する肺性心や特殊な病態の肺動静脈廔について述べることができる。

３．慢性呼吸不全の定義・メカニズム・臨床症状・治療について述べることができる。

４．換気障害として過換気症候群の病態生理を理解し、臨床症状を述べることができる。また、肺胞低換気症候群、睡眠時無呼

吸症候群の発症機序、成因、および診断と治療について理解する。

５．先天性・遺伝性・嚢胞性肺疾患の画像的特徴および診断・治療について理解する。

６．び漫性肺疾患ついて間質性肺炎ではIPF, NSIP,AIP, COPの特徴と鑑別を知り、診断、治療、予後について理解する。また、

過敏性肺疾患では原因物質と免疫学的発症機序について学習し、診断と治療について述べることができる。さらに薬剤、化学物

質、放射線による肺障害の原因物質と発症機序、治療について理解する。

７．社会医学と臨床医学の観点から、塵肺症、一酸化炭素中毒、パラコート中毒・減圧症について述べることができる。

９．呼吸器感染症として肺抗酸菌症の病態と診断について説明できる。また、肺結核の感染防止予防について説明できるように

する。さらに非細菌性肺炎の病原体を挙げ、診断と治療について述べることができる。

１０．気管支喘息の病態生理を理解し、急性期及び長期管理について述べることができる。また、慢性閉塞性肺疾患における慢

性気管支炎、肺気腫の位置づけを知り、成因、病態生理を踏まえた診断と治療を理解する。

１１．胸膜・横隔膜・縦隔疾患では、胸膜炎の病態と胸水の性状について学習し、臨床症状および検査/治療について述べること

ができる。また、気胸・縦隔気腫・横隔膜異常について発症機序、診断、治療を述べることができる。

１２．頻度は少ないが特殊な肺疾患として、肺胞蛋白症、肺胞微石症について病因を理解し、特徴的な画像と診断の述べること

ができる。また、肺胞蛋白症に治療禁忌とリポイド肺炎の概念を理解する。

１３．呼吸器の医療安全として、診療時の安全確保、危機管理、緊急時の対応について理解し、述べることができる。

１４．外科総論として呼吸器外科に必要な肺の解剖と生理の特性について説明できる。また、呼吸器外科手術の対象疾患を列挙

し、術前術後管理、合併症について述べることができる。種々の胸腔内到達法、内視鏡手術、ロボット手術について説明でき

る。　肺のリンパの解剖とリンパ節郭清の意義および肺切除の機能的な適応について説明できる。肺移植の適応、手技、成績に

ついて説明できる。

１５．個々の外科的疾患について、肺癌以外の肺腫瘍とその治療について説明できる。転移性肺腫瘍の手術適応とその治療成績

について説明できる。肺の感染症の外科治療について説明できる。気管支の外科的疾患と手術について説明できる。

■成績評価方法および基準

本試験（学習目標の事項に関して基本的概念の理解、基本的知識の修得について評価する）。出欠については大学の基準に従

う。 100%

■試験・課題に対するフィードバック方法

験終了後（試験期間終了後）に模範答案（印刷物）を掲示板に掲載します。

■教科書

[ISBN]9784765306126 『肺機能検査』 (中島 重徳, 金芳堂 : 1991)

[ISBN]9784260003056 『新臨床内科学』 (高久 史麿, 医学書院 : 2009)

[ISBN]9784830617188 『新呼吸器病学』 (森 憲二, 文光堂 : 1999)

[ISBN]9784784932184 『カラー図解 人体の正常構造と機能〈1〉呼吸器』 (牛木 辰男, 日本医事新報社 : 2017)

■参考文献

[ISBN]9784860347741 『ガイトン生理学 原著第13版』 (アーサー・C. ガイトン, エルゼビア・ジャパン : 2018)

[ISBN]9784758300957 『生理学 (カラーイラストで学ぶ 集中講義)』 (メジカルビュー社 : 2014)

■関連科目

生理学

病理学

免疫学

アレルギー学

■授業評価アンケート実施方法

実施規定に準拠して行う

■研究室・メールアドレス

koare-kyoju@med.kindai.ac.jp

■オフィスアワー

月ー金曜日　PM5-6時

■授業計画の内容及び時間外学修の内容・時間

第1回  呼吸器病学概論

予習内容：参考書籍の目次確認

予習時間：20分

復習内容：配布されたプリント学習

復習時間：15分

呼吸器病学の歴史と進歩並びに呼吸器コースで学ぶべき概要について講義する。
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予習内容：参考書籍の目次確認

予習時間：20分

復習内容：配布されたプリント学習

復習時間：15分

呼吸器病学の歴史と進歩並びに呼吸器コースで学ぶべき概要について講義する。

第2回  統合授業：呼吸生理

予習内容：呼吸器病学、呼吸生理学の教科書から肺のガス交換調節機構を読んでおく

予習時間：30分

復習内容：配布されたプリント学習

復習時間：30分

①呼吸調節系およびガス交換の機序を講義する。

②ヘモグロビンの生理作用と酸素解離曲線について講義する。

③呼吸による血液pH調節機序について講義する。

第3回  統合授業：肺の機能

予習内容：呼吸器病学、呼吸生理学の教科書から肺のガス交換調節機構を読んでおく

予習時間：30分

復習内容：配布されたプリント学習

復習時間：30分

肺の解剖と換気・拡散・肺循環・気道の浄化について講義する

第4回  肺血栓・塞栓

予習内容：肺血栓塞栓症の病態を教科書などで読んでおく

予習時間：20分

復習内容：配布されたプリント学習

復習時間：20分

肺血栓・塞栓症の症状、診断法および治療について講義する。

第5回  肺高血圧症

予習内容：肺高血圧症の病態を教科書で読んでおく

予習時間：20分

復習内容：配布されたプリント学習

復習時間：20分

肺高血圧症の病態と鑑別診断について講義する。

第6回  過換気症候群・肺胞低換気症候群

予習内容：過換気症候群および肺胞低換気症候群の概念を教科書などで調べておく

予習時間：30分

復習内容：配布されたプリント学習

復習時間：30分

①過換気症候群の病態生理、臨床症状、対策について講義する。

②肺胞低換気の成因と分類、各種肺胞低換気症の鑑別と治療について講義する。

第7回  医療安全：呼吸器疾患における危機管理

予習内容：緊張性気胸や血胸などの病態を調べておく

予習時間：20分

復習内容：配布されたプリント学習

復習時間：15分

呼吸器領域の診療時における安全性の確保・危機管理について具体例を提示して講義する。

第8回  肺循環障害

予習内容：肺性心/肺水腫/の概念を調べておく

予習時間：20分

復習内容：配布されたプリント学習

復習時間：20分

肺性心/肺水腫/肺動静脈廔の病態と診断、治療について講義する。

第9回  呼吸不全

予習内容：呼吸不全の定義と種類について調べておく

予習時間：20分

復習内容：配布されたプリント学習

復習時間：20分

①呼吸不全の定義・機序・臨床症状・治療について講義する。

②慢性呼吸不全の酸素療法について適応と管理について講義する。

第10回  先天性・遺伝性・嚢胞性疾患

予習内容：カルタゲナー症候群、び漫性汎細気管支炎、副鼻腔気管支症候群の３疾患の疾患概念を調べておく

予習時間：30分

復習内容：配布されたプリント学習

復習時間：20分

カルタゲナー症候群、嚢胞性線維症、び漫性汎細気管支炎、副鼻腔気管支症候群、肺嚢胞（ブラ、ブレブ）について講義する。
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第10回  先天性・遺伝性・嚢胞性疾患

予習内容：カルタゲナー症候群、び漫性汎細気管支炎、副鼻腔気管支症候群の３疾患の疾患概念を調べておく

予習時間：30分

復習内容：配布されたプリント学習

復習時間：20分

カルタゲナー症候群、嚢胞性線維症、び漫性汎細気管支炎、副鼻腔気管支症候群、肺嚢胞（ブラ、ブレブ）について講義する。

第11回  気管支喘息

予習内容：気管支喘息の病態について調べておく

予習時間：30分

復習内容：配布されたプリント学習

復習時間：30分

①喘息の病態および呼吸生理学的特徴について概説し、病態を踏まえた治療について急性期、長期管理について講義する。

②喘息患者の呼吸機能の評価と重症度について講義する

第12回  特発性間質性肺炎

予習内容：間質性肺炎の概念とIPFの位置づけを調べておく

予習時間：30分

復習内容：配布されたプリント学習

復習時間：30分

①IPFの臨床的特長、画像・病理的特長と換気不全の病型、管理方法について講義する。

②NSIP/AIPの特徴と治療について講義し、IPFとの違いを概説する。

③COPの特徴と治療について講義する。

第13回  過敏性肺炎

予習内容：I型およびIII型アレルギー反応について復習しておく

予習時間：20分

復習内容：配布されたプリント学習

復習時間：20分

原因物質、発症機序・診断と治療について講義する。

第14回  胸膜・横隔膜・縦隔疾患

予習内容：胸膜の構造について復習しておく

予習時間：15分

復習内容：配布されたプリント学習

復習時間：20分

胸膜炎、気胸・縦隔気腫・横隔膜異常の病態/臨床症状/治療について講義する。

第15回  睡眠時無呼吸症候群

予習内容：肺胞低換気について復習あるいは学習しておく

予習時間：20分

復習内容：配布されたプリント学習

復習時間：15分

発症機序/症状、病型と診断・治療について講義する。

呼吸器定期試験

臨床各論Unit3終了後の７月２４日(火)午前１０時より呼吸器定期試験の予定。

試験は選択問題と記述式の両方で行う。

第16回  全身疾患に伴う肺疾患

予習内容：教科書で各疾患概念を予習しておく

予習時間：30分

復習内容：配布されたプリント学習

復習時間：20分

膠原病、肺アミロイドーシス、サルコイドーシス・ランゲルハウス細胞肉芽腫症・Wegener肉芽腫・Goodpsdture症候群の診断

と治療について講義する。

第17回  肺抗酸菌症

予習内容：空気感染と飛沫感染の違いについて調べておく

予習時間：15分

復習内容：配布されたプリント学習

復習時間：20分

結核、非抗酸菌症の病態と診断、および感染防止対策について説明できる。
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予習内容：空気感染と飛沫感染の違いについて調べておく

予習時間：15分

復習内容：配布されたプリント学習

復習時間：20分

結核、非抗酸菌症の病態と診断、および感染防止対策について説明できる。

第18回  非細菌性肺炎

予習内容：マイコプラズマ肺炎、肺真菌症について調べておく

予習時間：30分

復習内容：配布されたプリント学習

復習時間：20分

非定型肺炎および真菌、ウイルスによる呼吸器感染症について講義する。

第19回  閉塞性肺疾患

予習内容：閉塞性換気障害をきたす代表的な呼吸器疾患を調べておく

予習時間：30分

復習内容：配布されたプリント学習

復習時間：30分

慢性閉塞性肺疾患に加えて閉塞性換気障害を呈する気管支拡張症、過誤腫性肺脈管筋腫症についても病態生理、診断、治療につ

いて講義する。

第20回  呼吸器外科総論

予習内容：肺の解剖学を復習しておく

予習時間：20分

復習内容：配布されたプリント学習

復習時間：20分

①呼吸器外科に必要な肺の解剖と生理の特性を概説し、術前術後管理、合併症について講義する。②胸腔内到達法、内視鏡手

術、ロボット手術について講義する。

第21回  呼吸器外科的疾患

予習内容：肺の解剖学を復習しておく

予習時間：20分

復習内容：配布されたプリント学習

復習時間：20分

腫瘍性疾患、胸膜・胸壁疾患、縦隔腫瘍、横隔膜疾患、外傷、肺移植などの呼吸器外科の対象疾患と手術適応、手術について講

義する。

第22回  肺胞蛋白症・肺胞微石症・リポイド肺炎

予習内容：肺胞蛋白症・肺胞微石症・リポイド肺炎の疾患概念を読んでおく

予習時間：20分

復習内容：配布されたプリント学習

復習時間：20分

①肺胞蛋白症、肺胞微石症、リポイド肺炎の病態、特徴的所見、治療について講義する。

②肺胞蛋白症、鑑別と治療禁忌について注意を促す。

第23回  呼吸器疾患におけるチーム医療

予習内容：閉塞性肺疾患のCOPDについてのプリントを復習しておく

予習時間：20分

復習内容：配布されたプリント学習

復習時間：15分

包括的呼吸器リハビリテーションについて多様な職種からなるチーム医療についてＣＯＰＤを例にして講義する。

第24回  呼吸器の救急処置

予習内容：呼吸不全と胸膜疾患の講義プリントを読んでおく

予習時間：20分

復習内容：配布されたプリント学習

復習時間：15分

呼吸不全増悪時の酸素療法、人工呼吸などの基本的な救急処置、および緊急胸腔ドレナージの適応と手技について講義する。

第25回  社会医学と臨床医学:職業性呼吸器疾患

予習内容：塵肺症の合併症を調べておく

予習時間：15分

復習内容：配布されたプリント学習

復習時間：15分

①塵肺症・一酸化酸素中毒について講義する。

②パラコート中毒・減圧症について講義する。
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第26回  ARDS、ALI

予習内容：ARDS、ALIの概念と定義について学習しておく

予習時間：25分

復習内容：配布されたプリント学習

復習時間：20分

ARDS、ALIの病態および診断基準について説明し、薬物治療および呼吸管理法について学習する。

呼吸器定期試験

臨床各論Unit3終了後の７月２４日(火)午前１０時より呼吸器定期試験の予定。

試験は選択問題と記述式の両方で行う。

■ホームページ

近畿大学医学部　内科学講座　呼吸器・アレルギー内科部門　http://kindai-allergy.jp/

近畿大学医学部　外科学講座　呼吸器外科部門　http://www.kindai-geka.jp/medical/thoracic-lung/

呼吸器学会ホームページ　http://www.jrs.or.jp/
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シラバス№： 1811900030

臨床各論Ⅲ皮膚科学教室科目名　：

英文名　：

川田　暁・山田　秀和・大磯　直毅・遠藤　英樹・成田　智彦・松田　洋昌・

内田　修輔・森田　玲子・三宅　雅子・加藤　麻衣子・三宅　早苗・

岡橋　一憲・柳原　緑・渡辺　圭子・益子　礼人・星山　寧子

担当者　：

医学科開講学科：

120時間 開講期： 必修科目必修選択の別：開講年次：単　位　： 3年次

科目区分： 専門科目

備　考　：

■授業概要・方法等

授業の内容は講義が中心である。主に皮膚科学教室の教官が講義を行うが、一部の内容については学外の非常

勤講師による講義も行う。各講義においては双方向録業となるよう努め、学生には既習および発展的な内容に

関する質疑応答を適宜行い、自学自習を強く促す。

学生からの質問には授業時間内 ・終了後、オフィスアワーを利用して対処し、学生が自由に質問できる機会を作る。

学生の授業内容の理解度を確認するため、形成的評価のための小テストを数回実施する。また、会講義終了後

に総合的評価のための本試験を実施し、カリキュラムの習熟度を評価する。

■学習・教育目標及び到達目標

関連ディプロマポリシー

　①プロフェッショナルとしての高い使命感と倫理観を持ち、人に愛され、人に信頼され、人に尊敬される医師を目指すこと。

　②患者に対する思いやりと奉仕の精神、チームワークにおける協調精神を身につけること。

　③医師になるために必要な医学の知識と技能を習得し、さらに日々向上に努めること。

関連教育アウトカム

　①倫理とプロフェッショナリズム

　②医学的知識

　③診療の基本的技能

キーワード

　皮膚疾患、病態、診断、治療

一般目標 (GIOs)

下記に示す各種皮膚科疾患の病因・病態・診断・治療・予防について理解する。さらに内臓疾患にみられる

皮膚病変 (デルマドローム) や膠原病を学習する。

行動目標 (S80s)

1.  皮膚の構造と機能を説明できる。

2.  皮膚悪性腫瘍の診断と治療が説明できる。

3.   膠原病の病態と治療を説明できる.

4.   皮膚感染症の分類と治療を説明できる。

5.   紅斑症の病態と分類を説明できる。

6.   光線過敏症の病態と分類を説明できる.

7.   蕁麻疹・アナフィラキシー・食物アレルギーの病態と分類を説明できる。

8.   薬疹・デルマドロームの病態と分類を説明できる.

9.   湿疹・皮膚炎の病態と分類を説明できる。

10.  皮膚科治療のメカニズムと方法を説明できる。

11.  皮膚科で用いられる医学英語を説明できる。

12.  水疱症の病態、診断方法、鑑別診断を説明できる.

13.  色素異常症の病態と分類を説明できる。

14.  アトピー性皮膚炎のアレルギーと免疫的側面を説明できる.

15.  乾癬と角化異常症の病態と治療を説明できる。

16. レーザー治療のメカニズムと適応疾患を説明できる。

17.  皮膚科領域の医師国家試験を理解し解答までの道筋を説明できる。

この科目の修得は、近畿大学医学部の定めるデイプロマポリシーの1、2、3の達成に関与している.
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関連ディプロマポリシー

　①プロフェッショナルとしての高い使命感と倫理観を持ち、人に愛され、人に信頼され、人に尊敬される医師を目指すこと。

　②患者に対する思いやりと奉仕の精神、チームワークにおける協調精神を身につけること。

　③医師になるために必要な医学の知識と技能を習得し、さらに日々向上に努めること。

関連教育アウトカム

　①倫理とプロフェッショナリズム

　②医学的知識

　③診療の基本的技能

キーワード

　皮膚疾患、病態、診断、治療

一般目標 (GIOs)

下記に示す各種皮膚科疾患の病因・病態・診断・治療・予防について理解する。さらに内臓疾患にみられる

皮膚病変 (デルマドローム) や膠原病を学習する。

行動目標 (S80s)

1.  皮膚の構造と機能を説明できる。

2.  皮膚悪性腫瘍の診断と治療が説明できる。

3.   膠原病の病態と治療を説明できる.

4.   皮膚感染症の分類と治療を説明できる。

5.   紅斑症の病態と分類を説明できる。

6.   光線過敏症の病態と分類を説明できる.

7.   蕁麻疹・アナフィラキシー・食物アレルギーの病態と分類を説明できる。

8.   薬疹・デルマドロームの病態と分類を説明できる.

9.   湿疹・皮膚炎の病態と分類を説明できる。

10.  皮膚科治療のメカニズムと方法を説明できる。

11.  皮膚科で用いられる医学英語を説明できる。

12.  水疱症の病態、診断方法、鑑別診断を説明できる.

13.  色素異常症の病態と分類を説明できる。

14.  アトピー性皮膚炎のアレルギーと免疫的側面を説明できる.

15.  乾癬と角化異常症の病態と治療を説明できる。

16. レーザー治療のメカニズムと適応疾患を説明できる。

17.  皮膚科領域の医師国家試験を理解し解答までの道筋を説明できる。

この科目の修得は、近畿大学医学部の定めるデイプロマポリシーの1、2、3の達成に関与している.

■成績評価方法および基準

本試験 75%

小試験 25%

■試験・課題に対するフィードバック方法

試験終了後(試験期間終了後)に模範答案(印刷物)を配布します。

■教科書

[ISBN]9784521745817 「あたらしい皮膚科学」 (清水  宏, 中山書店: 2018)

[ISBN]9784260016162  「標準皮膚科学」   (医学書院: 2013)

[ISBN]9784872119886  「 カラー皮膚科 (チャート医師国家試験対策)」   (川田  暁, 医学評論社: 2010)

[ISBN]9784784915804  「よくわかる病態生理 (9)  皮膚疾患 (よくわかる病態生理 コアカリ対応)」  (日本

医事新報社: 2008)

■参考文献

[ISBN]9784498063549 「スキルアップ皮膚レーザー治療」   (中外医学社 : 2011)

[ISBN]9784307400442 「よくわかる皮膚病理アトラス一皮膚科医と病理医による」    (川田  暁, 金原出版: 2008)

[ISBN]9784765316231 「Q&A皮膚科診療ケースファイル見逃しやすい症例51」 (川田  暁, 金芳堂: 2015)

■関連科目

形成外科学, 呼吸器・アレルギー学, 血液・膠原病学,  薬理学,

免疫学, 病理学, 微生物学, ゲノム生物学

■授業評価アンケート実施方法

実施規定に準拠して行う。

■研究室・メールアドレス

研究棟2階皮膚科・hifui@med.kindai.ac.jp

■オフィスアワー

水曜日　15-17時

■授業計画の内容及び時間外学修の内容・時間

第1回  統合授業: 皮膚の構造と機能 (基礎と臨床)

予習内容：皮膚の構造と機能の概要について予習すること

予習時間：60分

復習内容：講義ノートと参考書を用いて、皮膚の構造と機能の内容を整理し理解すること

復習時間：60分

1. 皮膚の構造を説明できる。

2. 角化について説明できる。

3. 皮膚の機能について説明できる。

4. 皮疹の分煩について説明できる。

5. 皮疹と疾患の関連が説明できる。

第2回  皮膚悪性腫瘍

予習内容：皮膚悪性腫瘍の概要について予習すること

予習時間：60分

復習内容：講義ノートと参考書を用いて、皮膚悪性腫瘍の内容を整理し理解すること

復習時間：60分

1.  皮膚悪性腫薄の病態と分頬を説明できる。

2.  感性黒色置の分類・診断・治療を説明できる。

3. 有蘇細胞癌の診断・治療を説明できる。

4. その他の皮膚悪性腫瘍の診断・治療を説明できる。

5. 各種前癌病変の診断・治療を説明できる。

第3回  膠原病

予習内容：膠原病の概要について予習すること

予習時間：60分

復習内容：講義ノートと参考書を用いて、膠原病の内容を整理し理解すること

復習時間：60分

1. 膠原病の病態と分類を説明できる。

2. ヱリテマトーデスの診断と治療を説明できる。

3. 強皮症の診断と治療を説明できる。

4. 皮膚筋炎の診断と治療を説明できる。

5. シェーグレン症候群・MCTD・オーバーラップ症候群を説明できる。
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予習内容：膠原病の概要について予習すること

予習時間：60分

復習内容：講義ノートと参考書を用いて、膠原病の内容を整理し理解すること

復習時間：60分

1. 膠原病の病態と分類を説明できる。

2. ヱリテマトーデスの診断と治療を説明できる。

3. 強皮症の診断と治療を説明できる。

4. 皮膚筋炎の診断と治療を説明できる。

5. シェーグレン症候群・MCTD・オーバーラップ症候群を説明できる。

第4回  皮膚感染症

予習内容：皮膚感染症の概要について予習すること

予習時間：60分

復習内容：講義ノートと参考書を用いて、皮膚感染症の内容を整理し理解すること

復習時間：60分

1.  ウイルスの分類を説明できる。

2.  ウィルスによる皮膚疾患の分類と病態を説明できる。

3. 梅毒・AIDSの皮膚症状と治療を説明できる。

4. 真菌の菌学的分類を説明できる。

5. 浅在性真菌症の分類と診断を説明できる。

6. 深在性真菌症の分類と診断を説明できる。

第5回  紅斑症

予習内容：紅斑症の概要を予習すること

予習時間：60分

復習内容：講義ノートと参考書を用いて、紅斑症の内容を整理し理解すること

復習時間：60分

1.  多型滲出性紅斑の病態・診断・治療を説明できる。

2.  結節性紅斑の診断・治療を説明できる。

3.  Sweet病の診断・治療を説明できる。

4. ベーチェット病の診断・治療を説明できる。

5. 各種皮膚血管炎の病態・診断・治療を説明できる。

第6回  光線過敏症

予習内容：光線過敏症の概要について予習すること

予習時間：60分

復習内容：講義ノートと参考書を用いて、光線過敏症の内容を整理し理解すること

復習時間：60分

1. 光線過敏症の分類を説明できる。

2. 紫外線の種類と生理学的反応を説明できる。

3. 光線過敏症の診断方法を説明できる。

4. 色素性乾皮症やその他の光線過敏症の病態と臨床症状を説明できる。

5. 光線過敏症の治療と予防方法を説明できる。

第7回  蕁麻疹・アナフィラキシー・食物アレルギー

予習内容：蕁麻疹・アナフィラキシー・食物アレルギーの概要について予習すること

予習時間：60分

復習内容：講義ノートと参考書を用いて、蕁麻疹・アナフィラキシー・食物アレルギーの内容を整理し理解すること

復習時間：60分

1. 蕁麻疹の分類と病態を説明できる。

2. 蕁麻疹の治療方法を説明できる。

3. アナフィラキシーの病態と治療方法を説明できる。

4. 食物アレルギーの分類と病態を説明できる。

5. 食物アレルギーの診断方法を説明できる。

第8回  薬疹・デルマドローム

予習内容：薬疹・デルマドロームの概要について予習すること

予習時間：60分

復習内容：講義ノートと参考書を用いて、薬疹・デルマドロームの内容を整理し理解すること

復習時間：60分

1. 薬疹の病態と分類を説明できる。

2. TEN型薬疹の機序・診断・治療を説明できる。

3. Stevens-Johnson症候群の診断と治療を説明できる。

4. 薬疹の検査方法を説明できる。

5. 各種デルマドロームの分類・診断が説明できる。
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予習内容：薬疹・デルマドロームの概要について予習すること

予習時間：60分

復習内容：講義ノートと参考書を用いて、薬疹・デルマドロームの内容を整理し理解すること

復習時間：60分

1. 薬疹の病態と分類を説明できる。

2. TEN型薬疹の機序・診断・治療を説明できる。

3. Stevens-Johnson症候群の診断と治療を説明できる。

4. 薬疹の検査方法を説明できる。

5. 各種デルマドロームの分類・診断が説明できる。

第9回  湿疹・皮膚炎

予習内容：湿疹・皮膚炎の概要について予習すること

予習時間：60分

復習内容：講義ノートと参考書を用いて、湿疹・皮膚炎の内容を整理し理解すること

復習時間：60分

1. 湿疹・皮膚炎の病態と分類を説明できる。

2. 接触皮膚炎の病態と診断方法を説明できる。

3. 脂漏性皮膚炎の病態と臨床症状を説明できる。

4. 痒疹の病態と分類を説明できる。

5. 湿疹・皮膚炎の治療について説明できる。

第10回  皮膚科治療

予習内容：皮膚科治療の概要について予習すること

予習時間：60分

復習内容：講義ノートと参考書を用いて、皮膚科治療の内容を整理し理解すること

復習時間：60分

1. ステロイド外用の方法・適応疾患を説明できる。

2. ステロイド剤以外の外用の方法・適応疾患を説明できる。

3. 主な内服治療とその適応疾患を説明できる。

4. 紫外線治療の方法・適応疾患を鋭明できる。

5. 最近認可された治療の方法・適応疾患を説明できる。

第11回  医学英語

予習内容：皮膚科領域の医学英語の概要について予習すること

予習時間：30分

復習内容：講義ノートを用いて、皮膚科領域の医学英語のないようを整理し理解すること

復習時間：30分

1. カルテの記載に頻用される英単語を理解できる。

2. 英語論文に頻用される英単語を理解できる。

3. 英語論文に用いられる表現方法を理解できる。

4. 皮膚科で頻用される英単語を理解できる。

5. 重要な英単語の正しい発音を理解できる。

第12回  水疱症

予習内容：水疱症の概要について予習すること

予習時間：60分

復習内容：講義ノートと参考書を用いて、水疱症の内容を整理し理解すること

復習時間：60分

1. 水疱症におげる免疫学的機序について説明できる。

2. 天疱瘡の病態・診断・治療を説明できる。

3. 水疱性類天疱瘡の病態・診断・治療を説明できる。

4. 先天性表皮水疱症の病態・診断・治療を説明できる。

5. 各種膿疱症の分類・診断・治療を説明できる。

第13回  色素異常症

予習内容：色素異常症の概要について予習すること

予習時間：60分

復習内容：講義ノートと参考書を用いて、色素異常症の内容を整理し理解すること

復習時間：60分

1. 色素異常症の病態と分類を説明できる。

2. 色素異常症の遺伝子異常を説明できる。

3. 眼皮膚白皮症の病態と分類を理解できる。

4. 尋常性白斑の病態と分類を理解できる。

5. 遺伝子治療を説明できる。

第14回  アトピー性皮膚炎

予習内容：アトピー性皮膚炎の概要について予習すること

予習時間：60分

復習内容：講義ノートと参考書を用いて、アトピー性皮膚炎の内容を整理し理解すること

復習時間：60分

1. Th1 サイトカイン・Th2サイトカインについて説明できる。

2. 即時型アレルギ一反応・遅延型アレルギ一反応・late phase reactionを説明できる。

3. アトピー性皮膚炎の病態について説明できる。

4. アトピー性皮膚炎の診断・検査方法を説明できる。

5. アトピー性皮膚炎の治療と予防を説明できる。
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予習内容：アトピー性皮膚炎の概要について予習すること

予習時間：60分

復習内容：講義ノートと参考書を用いて、アトピー性皮膚炎の内容を整理し理解すること

復習時間：60分

1. Th1 サイトカイン・Th2サイトカインについて説明できる。

2. 即時型アレルギ一反応・遅延型アレルギ一反応・late phase reactionを説明できる。

3. アトピー性皮膚炎の病態について説明できる。

4. アトピー性皮膚炎の診断・検査方法を説明できる。

5. アトピー性皮膚炎の治療と予防を説明できる。

第15回  乾癬と角化異常症

予習内容：乾癬と角化異常症について予習すること

予習時間：60分

復習内容：講義ノートと参考書を用いて、乾癬と角化異常症の内容を整理し理解すること

復習時間：60分

1. 正常の角化機転について説明できる。

2. 乾癬の病態について説明できる。

3. 乾癬の分類・臨床症状・病理組織を説明できる。

4. 乾癬の治療方法について説明できる。

5. その他の角化異常症の分類と治療を説明できる。

第16回  レーザー治療

予習内容：レーザー治療の概要について予習すること

予習時間：30分

復習内容：講義ノートを用いて、レーザー治療の内容を整理し理解すること

復習時間：30分

1.  レーザー治療のメカニズムを説明できる。

2.  レーザーの波長と様器の種類を説明できる。

3.  レーザー治療の適応疾患と病態を説明できる。

4.  レーザー治療の副作用を説明できる。

5.  レーザー治療における保険適応について説明できる。

第17回  医師国家試験

予習内容：皮膚科領域の医師国家試験の概要について予習すること

予習時間：60分

復習内容：講義ノートと既出問題集を用いて、皮膚科領域の医師国家試験の内容を整理し理解すること

復習時間：60分

1.  皮膚科領域の医師国家試験の出題領域を説明できる。

2.  皮膚科領域の医師国家試験に頻出する疾患の病態を説明できる。

3.  皮膚科領域の医師国家試験に頻出する検査方法を説明できる。

4.  皮膚科領域の医師国家試験に頻出する治療方法を説明できる。

5.  皮膚科領域の医師国家試験に頻出する画像を説明・評価できる。

■ホームページ

近畿大学医学部皮膚科学教室　www.med.kindai.ac.jp/derma/
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シラバス№： 1811900049

臨床各論Ⅳ内科学教室（血液内科部門）科目名　：

英文名　：

松村　到・芦田　隆司・辰巳　陽一・田中　宏和・森田　泰慶・平瀨　主税・

賴　晋也・谷口　康博・中山　聖子

担当者　：

医学科開講学科：

90時間 開講期： 必修科目必修選択の別：開講年次：単　位　： 3年次

科目区分： 専門科目

備　考　：

■授業概要・方法等

医学部学生の必修科目である。本コースでは、血液内科学に関する授業を行う。

授業の内容は講義が中心である。主に血液・膠原病内科の血液内科の教官が講義を行うが、一部の内容については病理学、小児

科学、幹細胞学（学外）の教官による講義も行う。各講義においては学生との質疑応答を重視し、双方向の授業となるよう努め

る。特に、授業開始時には学生の予習状況を確認するための質疑応答を行い、適切なレベルの講義を実施する。「チーム医療」

の講義においては血液内科教官のみでなく、薬剤師、看護師などの他職種の医療スタッフの講義をできる限り取り入れる。「医

療安全と危機管理」の学習においては「Team STEPPS」のような学習形態も取り入れ、医療の現場で必要とされるコミュニュ

ケーション、相互サポート、リーダーシップ、状況モニタリングなどのスキルの育成に学生が積極的に参加するよう心掛ける。

学生からの質問は講義前後や講義中においても随時受け付けるが、オフィスアワーを週に1回設け、学生が自由に質問できる機会

を与える。学生の授業内容の理解状況を確認するため、形成的評価のための小テストを週に1回実施する。また、UNIT終了後に

総括的評価のための本試験を実施し、カリキュラムの習熟度を評価する。

■学習・教育目標及び到達目標

関連するディプロマポリシー

①医学の知識と技能：医師になるために必要な医学の知識と技能を習得し、さらに日々向上に努めること

②自律的学習能力：積極的に課題に取り組み、さらに自ら問題点を見出し解決する姿勢をみにつけること

③協調精神とチーム医療：患者に対する思いやりと奉仕の精神、またチームワークにおける協調精神を身につけること

関連教育アウトカム

①医学的知識

②自律的継続的学習能力

③医療安全

キーワード

造血器、病因、病態、診断、治療

学習・教育目標

1.正常の造血機構、造血細胞の機能を理解する。

2.造血不全の病態と治療法を理解する。

3.造血器腫瘍の病態と治療法を理解する。

4.医療安全の概念を理解し、具体的方策を習得する。

5.チーム医療において自身がとるべき態度を習得する。

到達目標

1-1.造血幹細胞の特性を説明できる。

1-2.造血に関わる臓器とその変遷を説明できる。

1-3.赤血球系、白血球系、血小板系の細胞の発生過程を説明できる。

1-4.造血の制御機構を説明できる。

1-5.赤血球の機能を説明できる。

1.6.好中球の機能を説明できる。

1-7.リンパ球の種類を分類でき、それぞれの機能を説明できる。

1-8.好酸球、好塩基球、単球の機能を説明できる。

1-9.血小板の機能を説明できる。

1-10.凝固因子を列記でき、それぞれの機能を説明できる。

1-11.免疫グロブリンの種類を列記でき、それぞれの機能を説明できる。

2-1.再生不良性貧血を分類することができ、各病態と治療法を説明できる。

2-2.鉄欠乏性貧血、鉄過剰症の病態を列記でき、各病態、検査値異常、治療法を説明できる。

2-3.巨赤芽球性貧血をきたす原因や疾患を列記でき、各病態、検査値異常、治療法を説明できる。

2-4.溶血性貧血をきたす疾患を列記でき、各病態、検査値異常、治療法を説明できる。

2-5.二次性貧血の基礎疾患を列記でき、病態、検査値異常、治療法を説明できる。

2-6.先天性の好中球の機能異常症や減少症を列記でき、各病態、検査値異常、治療法を説明できる。

2-7.先天性あるいは後天性のリンパ球機能異常症や減少症を列記でき、各病態、検査値異常、治療法を説明できる。

2-8.先天性の血小板機能異常症を列記でき、各病態、検査値異常、治療法を説明できる。

2-9. 先天性あるいは後天性の血小板減少症を列記でき、各病態、検査値異常、治療法を説明できる。

2-10.DICの基礎疾患を列記でき、病態、検査値異常、治療法を説明できる。

3-1.急性白血病の診断基準を説明でき、各病型に分類できる。

3-2.急性白血病を予後分類できる。

3-3.急性白血病の治療法（化学療法、同種造血幹細胞移植術など）を説明でき、正しく適応できる。

3-4.骨髄異形成症候群の診断基準を説明でき、各病型に分類できる。

3-5.骨髄異形成症候群を予後分類できる。

3-6.骨髄異形成症候群の治療法（化学療法、同種造血幹細胞移植術など）を説明でき、正しく適応できる。

3-7.慢性骨髄性白血病の病因、病態、治療法を説明できる。

3-8.骨髄増殖性腫瘍を分類でき、各病因、病態、検査値異常、治療法を説明できる。

3-9.多発性骨髄腫の病期進行について説明できる。

3-10.多発性骨髄腫の症候、検査値異常を列記できる。

3-11.多発性骨髄腫の治療法（化学療法、自家造血幹細胞移植術など）を説明でき、正しく適応できる。

3-12.原発性マクログロブリン血症の病態、検査値異常、治療法を説明できる。

3-13.悪性リンパ腫を分類し、各病型を列記できる。

3-14.悪性リンパ腫の病期を決定し、予後分類できる。

3-15.悪性リンパ腫の各病因、病態、検査値異常、治療法（化学療法のレジメンなど）を説明できる。

4-1.医療安全の考え方を説明できる。

4-2.医療安全の監視体制について説明できる。

4-3.ヒューマンエラーについて説明できる。

4-4.医療事故の定義について説明できる。

4-5.合併症について説明できる。

4-6.インシデントとアクシデントを区別でき、各グレードに分類できる。

4-7.事故発生直後に適切に対応し、報告できる。

4-8.患者・家族に対する適切な対応を説明できる。

4-9.事故原因を調査・分析する方法、適切な公表法を説明できる。

4-10.再発防止策を検討し、考案できる。

5-1.チーム医療がもたらす効果について説明できる。

5-2.チーム医療に関わる職種を列記できる。

5-3.各職種の医療従事者の可能な医療技術を説明できる。

5-4. チーム医療における医師の役割やリーダーシップの取り方について説明できる。

5-5.平常時、緊急時における各職種の医療従事者の役割を説明できる。

5-6.他職種の医療従事者と適切にコミュニケーションがとれる。
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関連するディプロマポリシー

①医学の知識と技能：医師になるために必要な医学の知識と技能を習得し、さらに日々向上に努めること

②自律的学習能力：積極的に課題に取り組み、さらに自ら問題点を見出し解決する姿勢をみにつけること

③協調精神とチーム医療：患者に対する思いやりと奉仕の精神、またチームワークにおける協調精神を身につけること

関連教育アウトカム

①医学的知識

②自律的継続的学習能力

③医療安全

キーワード

造血器、病因、病態、診断、治療

学習・教育目標

1.正常の造血機構、造血細胞の機能を理解する。

2.造血不全の病態と治療法を理解する。

3.造血器腫瘍の病態と治療法を理解する。

4.医療安全の概念を理解し、具体的方策を習得する。

5.チーム医療において自身がとるべき態度を習得する。

到達目標

1-1.造血幹細胞の特性を説明できる。

1-2.造血に関わる臓器とその変遷を説明できる。

1-3.赤血球系、白血球系、血小板系の細胞の発生過程を説明できる。

1-4.造血の制御機構を説明できる。

1-5.赤血球の機能を説明できる。

1.6.好中球の機能を説明できる。

1-7.リンパ球の種類を分類でき、それぞれの機能を説明できる。

1-8.好酸球、好塩基球、単球の機能を説明できる。

1-9.血小板の機能を説明できる。

1-10.凝固因子を列記でき、それぞれの機能を説明できる。

1-11.免疫グロブリンの種類を列記でき、それぞれの機能を説明できる。

2-1.再生不良性貧血を分類することができ、各病態と治療法を説明できる。

2-2.鉄欠乏性貧血、鉄過剰症の病態を列記でき、各病態、検査値異常、治療法を説明できる。

2-3.巨赤芽球性貧血をきたす原因や疾患を列記でき、各病態、検査値異常、治療法を説明できる。

2-4.溶血性貧血をきたす疾患を列記でき、各病態、検査値異常、治療法を説明できる。

2-5.二次性貧血の基礎疾患を列記でき、病態、検査値異常、治療法を説明できる。

2-6.先天性の好中球の機能異常症や減少症を列記でき、各病態、検査値異常、治療法を説明できる。

2-7.先天性あるいは後天性のリンパ球機能異常症や減少症を列記でき、各病態、検査値異常、治療法を説明できる。

2-8.先天性の血小板機能異常症を列記でき、各病態、検査値異常、治療法を説明できる。

2-9. 先天性あるいは後天性の血小板減少症を列記でき、各病態、検査値異常、治療法を説明できる。

2-10.DICの基礎疾患を列記でき、病態、検査値異常、治療法を説明できる。

3-1.急性白血病の診断基準を説明でき、各病型に分類できる。

3-2.急性白血病を予後分類できる。

3-3.急性白血病の治療法（化学療法、同種造血幹細胞移植術など）を説明でき、正しく適応できる。

3-4.骨髄異形成症候群の診断基準を説明でき、各病型に分類できる。

3-5.骨髄異形成症候群を予後分類できる。

3-6.骨髄異形成症候群の治療法（化学療法、同種造血幹細胞移植術など）を説明でき、正しく適応できる。

3-7.慢性骨髄性白血病の病因、病態、治療法を説明できる。

3-8.骨髄増殖性腫瘍を分類でき、各病因、病態、検査値異常、治療法を説明できる。

3-9.多発性骨髄腫の病期進行について説明できる。

3-10.多発性骨髄腫の症候、検査値異常を列記できる。

3-11.多発性骨髄腫の治療法（化学療法、自家造血幹細胞移植術など）を説明でき、正しく適応できる。

3-12.原発性マクログロブリン血症の病態、検査値異常、治療法を説明できる。

3-13.悪性リンパ腫を分類し、各病型を列記できる。

3-14.悪性リンパ腫の病期を決定し、予後分類できる。

3-15.悪性リンパ腫の各病因、病態、検査値異常、治療法（化学療法のレジメンなど）を説明できる。

4-1.医療安全の考え方を説明できる。

4-2.医療安全の監視体制について説明できる。

4-3.ヒューマンエラーについて説明できる。

4-4.医療事故の定義について説明できる。

4-5.合併症について説明できる。

4-6.インシデントとアクシデントを区別でき、各グレードに分類できる。

4-7.事故発生直後に適切に対応し、報告できる。

4-8.患者・家族に対する適切な対応を説明できる。

4-9.事故原因を調査・分析する方法、適切な公表法を説明できる。

4-10.再発防止策を検討し、考案できる。

5-1.チーム医療がもたらす効果について説明できる。

5-2.チーム医療に関わる職種を列記できる。

5-3.各職種の医療従事者の可能な医療技術を説明できる。

5-4. チーム医療における医師の役割やリーダーシップの取り方について説明できる。

5-5.平常時、緊急時における各職種の医療従事者の役割を説明できる。

5-6.他職種の医療従事者と適切にコミュニケーションがとれる。

■成績評価方法および基準

本試験 70%

小試験/レポート 20%

授業への参加態度 10%

■試験・課題に対するフィードバック方法

小テスト、レポートなどの結果をもとに授業でフィードバックを行う。

また、可能な限り個別にフィードバックを行う。

■教科書

[ISBN]9784254322705 『内科学』 (朝倉書店 : 2017)

[ISBN]9784521737751 『内科学書 改訂第8版』 (中山書店 : 2013)

[ISBN]9784830614194 『三輪 血液病学』 (浅野 茂隆, 文光堂 : 2006)

[ISBN]9780071833004 『Williams Hematology, 9th Edition』

(Kenneth Kaushansky, McGraw-Hill Education / Medical : 2015)

[ISBN]9784896326529 『病気がみえる 〈vol.5〉 血液

(Medical Disease:An Illustrated Reference)』 (メディックメディア : 2017)

■参考文献

[ISBN]9784307101622 『造血器腫瘍診療ガイドライン 2013年版』 (金原出版 : 2013)

■関連科目

腫瘍内科学

幹細胞学

ゲノム医学

放射線医学

病理学
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腫瘍内科学

幹細胞学

ゲノム医学

放射線医学

病理学

■授業評価アンケート実施方法

実施規程に準拠して行う。

■研究室・メールアドレス

研究棟2階 血液・膠原病内科血液内科第1医局・inter-3@med.kindai.ac.jp

■オフィスアワー

水曜　PM5-6時

■授業計画の内容及び時間外学修の内容・時間

●血液細胞の形態学）正常および腫瘍化した白血病細胞の形態学的、細胞科学的、免疫学的特性について講義する。

●造血幹細胞の発生と成熟分化）すべての血球の起源となる造血幹細胞の特性とその成熟分化機構について講義する。

●血液疾患診療におけるチーム医療）チーム医療を実践するにあたって必要な心構え、コミュニケーションの取り方、態度など

について講義する。

●医療安全：血液疾患診療における医療安全）医療安全や危機管理全般について、特に、血液疾患における重要事項について講

義する。

●溶血性貧血 　 溶血性貧血の原因（先天性、後天性など）、病態（血管内溶血、血管外溶血など）、病態に応じた臨床症状、

検査値異常の違いについて、また遺伝性球場赤血球症、自己免疫性溶血性貧血、発作性夜間色素尿症などの各溶血性疾患の病

態、検査値異常、治療法について講義する。

●巨赤芽球性貧血）ビタミンB12と葉酸の代謝について説明し、これらの欠乏による巨赤芽球性貧血の病態、検査値異常、治療

法について講義する。

●二次性貧血（慢性疾患に伴う貧血)二次性貧血の原因となる疾患、病態、検査値異常、治療法について講義する。

●骨髄形成症候群）骨髄形成症候群の病態、検査値異常、治療法について講義する。

●多発性骨髄腫、免疫グロブリン異常症） 多発性骨髄腫、原発性マクログロブリン血症などの病態、検査値異常、治療法

について講義する。

●リンパ節腫脹・脾腫の鑑別診断）リンパ節腫脹・脾腫をきたした患者を診た場合にどのような疾患を考え、鑑別のための検査

をどのように実施するのか、その評価法について、学生と議論する形態で講義を行う。

●悪性リンパ腫 I）悪性リンパ腫の発症機構、病型分類、病期分類、診断法などの基礎的事項について講義する。

●悪性リンパ腫 II）ホジキンリンパ腫、非ホジキンリンパ腫の疫学、病態、診断法、予後分類、治療法について講義する。

●悪性リンパ腫の病理）正常のリンパ節の構造を説明したうえで、HE染色、免疫染色を用いた悪性リンパ腫の病理学的所見につ

いて講義する。

●急性白血病 I）急性白血病の発症機構、分類、診断法、病態について講義する。

●急性白血病 II）リスク分類に応じた急性白血病の治療法について講義する。

●骨髄増殖性腫瘍/慢性骨髄性白血病）慢性骨髄性白血病、骨髄増殖性腫瘍（真性多血症、本態性血小板血症、原発性骨髄線維

症）の病態、検査値異常、治療法について講義する。

●血球貪食症候群・ウイルス性疾患）EBウイルスやサイトメガロウイルスなどのウイルス性疾患、血球貪食症候群の病態と治療

法について講義する。

●血小板の異常）特発性血小板減少性紫斑病、DICなどの血小板数の減少をきたす疾患、血小板無力症、Bernard-Soulier症候群

などの血小板機能異常症の病態と治療法について講義する。

●凝固因子の異常）先天性/後天性の血友病、wonWIllebrand病、DICなどの病態、検査値異常、治療法について講義する。

●血栓性疾患）ATIII欠損症、血栓性血小板減少性紫斑病、抗リン脂質抗体症候群などの血栓性疾患の病態、検査値異常、治療法

について講義する。

●小児の赤血球系疾患）出生後における赤血球造血の変化を理解する、また、小児における貧血性疾患、特に遺伝性疾患の病

態、検査値異常、治療法について講義する。

●血液疾患の移植療法）自家、同種などの造血幹細胞移植の適応となる病態と各移植の特徴について講義する。

●輸血療法）血液製剤の種類、保管法、各々の適切な使用法、有効性の評価法を理解する。また、輸血の副作用とその予防法、

対処法について講義する。

●緩和医療：終末期医療・緩和医療）終末期医療・緩和医療について講義する。

●臨床推論・問題解決：症例検討（グループ学習））症例検討を行い、臨床推論・問題解決の力をつける。

●臨床推論・問題解決：症例検討発表と解説）

●統合授業：鉄欠乏性貧血　鉄代謝）正常の鉄代謝について説明し、鉄欠乏性貧血の病態、検査値異常、治療法について講義す

る。

●統合授業：赤血球の発生・分化・機能と臨床）赤血球の分化・機能・産生機構と臨床における問題について講義する。

●統合授業：白血球の発生・分化・機能と臨床）白血球の分類とそれぞれの機能および産生機構と臨床における問題について講

義する。

●統合授業：造血器腫瘍：基礎から臨床への展開） 造血器腫瘍について、基礎的研究に基づく知見がどのように臨床へ応

用されるかについて講義する。

●統合授業：正常な止血・凝固・線溶系と臨床）正常な止血機構・凝固・線溶系のしくみと臨床における問題について講義す

る。

●統合授業：薬の開発・臨床研究）　薬剤開発における手続きや関連する法律などに関して講義する。

●形成的評価：プレテスト）

●形成的評価：習熟度確認テスト
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●血液細胞の形態学）正常および腫瘍化した白血病細胞の形態学的、細胞科学的、免疫学的特性について講義する。

●造血幹細胞の発生と成熟分化）すべての血球の起源となる造血幹細胞の特性とその成熟分化機構について講義する。

●血液疾患診療におけるチーム医療）チーム医療を実践するにあたって必要な心構え、コミュニケーションの取り方、態度など

について講義する。

●医療安全：血液疾患診療における医療安全）医療安全や危機管理全般について、特に、血液疾患における重要事項について講

義する。

●溶血性貧血 　 溶血性貧血の原因（先天性、後天性など）、病態（血管内溶血、血管外溶血など）、病態に応じた臨床症状、

検査値異常の違いについて、また遺伝性球場赤血球症、自己免疫性溶血性貧血、発作性夜間色素尿症などの各溶血性疾患の病

態、検査値異常、治療法について講義する。

●巨赤芽球性貧血）ビタミンB12と葉酸の代謝について説明し、これらの欠乏による巨赤芽球性貧血の病態、検査値異常、治療

法について講義する。

●二次性貧血（慢性疾患に伴う貧血)二次性貧血の原因となる疾患、病態、検査値異常、治療法について講義する。

●骨髄形成症候群）骨髄形成症候群の病態、検査値異常、治療法について講義する。

●多発性骨髄腫、免疫グロブリン異常症） 多発性骨髄腫、原発性マクログロブリン血症などの病態、検査値異常、治療法

について講義する。

●リンパ節腫脹・脾腫の鑑別診断）リンパ節腫脹・脾腫をきたした患者を診た場合にどのような疾患を考え、鑑別のための検査

をどのように実施するのか、その評価法について、学生と議論する形態で講義を行う。

●悪性リンパ腫 I）悪性リンパ腫の発症機構、病型分類、病期分類、診断法などの基礎的事項について講義する。

●悪性リンパ腫 II）ホジキンリンパ腫、非ホジキンリンパ腫の疫学、病態、診断法、予後分類、治療法について講義する。

●悪性リンパ腫の病理）正常のリンパ節の構造を説明したうえで、HE染色、免疫染色を用いた悪性リンパ腫の病理学的所見につ

いて講義する。

●急性白血病 I）急性白血病の発症機構、分類、診断法、病態について講義する。

●急性白血病 II）リスク分類に応じた急性白血病の治療法について講義する。

●骨髄増殖性腫瘍/慢性骨髄性白血病）慢性骨髄性白血病、骨髄増殖性腫瘍（真性多血症、本態性血小板血症、原発性骨髄線維

症）の病態、検査値異常、治療法について講義する。

●血球貪食症候群・ウイルス性疾患）EBウイルスやサイトメガロウイルスなどのウイルス性疾患、血球貪食症候群の病態と治療

法について講義する。

●血小板の異常）特発性血小板減少性紫斑病、DICなどの血小板数の減少をきたす疾患、血小板無力症、Bernard-Soulier症候群

などの血小板機能異常症の病態と治療法について講義する。

●凝固因子の異常）先天性/後天性の血友病、wonWIllebrand病、DICなどの病態、検査値異常、治療法について講義する。

●血栓性疾患）ATIII欠損症、血栓性血小板減少性紫斑病、抗リン脂質抗体症候群などの血栓性疾患の病態、検査値異常、治療法

について講義する。

●小児の赤血球系疾患）出生後における赤血球造血の変化を理解する、また、小児における貧血性疾患、特に遺伝性疾患の病

態、検査値異常、治療法について講義する。

●血液疾患の移植療法）自家、同種などの造血幹細胞移植の適応となる病態と各移植の特徴について講義する。

●輸血療法）血液製剤の種類、保管法、各々の適切な使用法、有効性の評価法を理解する。また、輸血の副作用とその予防法、

対処法について講義する。

●緩和医療：終末期医療・緩和医療）終末期医療・緩和医療について講義する。

●臨床推論・問題解決：症例検討（グループ学習））症例検討を行い、臨床推論・問題解決の力をつける。

●臨床推論・問題解決：症例検討発表と解説）

●統合授業：鉄欠乏性貧血　鉄代謝）正常の鉄代謝について説明し、鉄欠乏性貧血の病態、検査値異常、治療法について講義す

る。

●統合授業：赤血球の発生・分化・機能と臨床）赤血球の分化・機能・産生機構と臨床における問題について講義する。

●統合授業：白血球の発生・分化・機能と臨床）白血球の分類とそれぞれの機能および産生機構と臨床における問題について講

義する。

●統合授業：造血器腫瘍：基礎から臨床への展開） 造血器腫瘍について、基礎的研究に基づく知見がどのように臨床へ応

用されるかについて講義する。

●統合授業：正常な止血・凝固・線溶系と臨床）正常な止血機構・凝固・線溶系のしくみと臨床における問題について講義す

る。

●統合授業：薬の開発・臨床研究）　薬剤開発における手続きや関連する法律などに関して講義する。

●形成的評価：プレテスト）

●形成的評価：習熟度確認テスト

■ホームページ

近畿大学医学部　血液・膠原病内科　http://www.med.kindai.ac.jp/naika3/
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シラバス№： 1811900033

臨床各論Ⅳ内科学教室（呼吸器・アレルギー内科部門）科目名　：

英文名　：

東田　有智・久米　裕昭・村木　正人・東本　有司・岩永　賢司・

佐野　博幸・大磯　直毅・福田　昌彦・西山　理・山縣　俊之・

佐野　安希子・遠藤　英樹・竹村　豊・寺師　義典・村本　大輔

担当者　：

医学科開講学科：

90時間 開講期： 必修科目必修選択の別：開講年次：単　位　： 3年次

科目区分： 専門科目

備　考　：

■授業概要・方法等

◎アレルギーは免疫学を基本として、内科、小児科、皮膚科、耳鼻咽喉科、眼科にわたる幅広い領域を対象とする科目である。

近年、アレルギー疾患患者は急増し、国民の約2分の1がアレルギーを持つと言われるようになった。このような現状を踏まえ

て、平成27年（2015）12月に「アレルギー疾患対策基本法」が施行された。 同法は、喘息、アトピー性皮膚炎、アレルギー性

鼻炎、アレルギー性結膜炎、花粉症、食物アレルギーなどについて、国・地方公共団体・医療保険者・医療提供者・国民・学校

設置者などに責務を課すものである。このように非常に重要性を増す本科目を学習することで、医師としてアレルギー疾患を抱

えた国民へ貢献できるように、アレルギー疾患診療における倫理とプロフェッショナリズム、基本的知識、診療技能の修得を目

指す。

◎講義は、まずプレテストによってアレルギーに関する基本的知識の現状を学生自らが確認する。その後、呼吸器・アレルギー

内科、小児科、皮膚科、耳鼻咽喉科、眼科の教官が講義を担当する。さらに非常勤講師（実地医家）による講義も設けて、地域

医療におけるアレルギー診療についても学べる予定である。各講義は配布資料を中心に進められ、学生との質疑応答を交えなが

ら双方向の講義となる。また、スモールグループによる症例検討の時間を設け、自律的学習能力を養う機会にしたい。コース終

了時には習熟度確認テストを行い、学生の理解度評価を行う。また、ユニット終了後に本試験を行う。

■学習・教育目標及び到達目標

関連ディプロマポリシー

　①プロフェッショナルとしての高い使命感と倫理観を持ち、人に愛され、人に信頼され、人に尊敬される医

    師を目指すこと。

　②患者に対する思いやりと奉仕の精神、また、チームワークにおける協調精神を身につけること。

　③医師になるために必要な医学の知識と技能を修得し、さらに日々向上に努めること。

関連教育アウトカム

　①倫理とプロフェッショナリズム

　②医学知識

　③診療の基本的技能

キーワード

　アレルギー、病因、病態、診断、治療

一般目標(GIO)

人体における免疫・アレルギー反応の機序を理解し、アレルギー反応の関与によって発症する疾患について、それぞれの病態を

理解し、鑑別、治療法を理解できることを目的とする。

行動目標（SBOs)

１．アレルギーの病態を説明できる

２．アレルギーの分類について説明できる

３．IgE、IgG検査法、皮膚テストについて説明できる

４．負荷試験、呼吸機能検査、呼気一酸化窒素濃度測定について説明できる

５．アレルギー原因の回避、除去について説明できる

６．アレルギー疾患に対する免疫療法（減感作療法）、薬物療法について説明できる

７．職業アレルギーの種類、臨床所見、検査所見、治療について説明できる

８．昆虫アレルギーの種類、臨床所見、検査所見、治療について説明できる

９．物理アレルギーの種類、臨床所見、検査所見、治療について説明できる

10.好酸球性多発血管炎性肉芽腫症の病態、臨床所見、検査所見、診断、治療について説明できる

11.アレルギー性気管支肺アスペルギルス症の病態、臨床所見、検査所見、診断、治療について説明できる

12.成人喘息の病態、疫学、診断、治療について説明できる

13.アレルギー性結膜炎の種類、症状、臨床所見、治療について説明できる

14.蕁麻疹・接触性皮膚炎の相違点を理解し、それぞれの皮膚の状態、検査法、治療法について説明できる

15.好酸球増多症候群の診断基準、治療と予後について説明できる

16.小児アレルギーについて概略を説明できる

17.小児喘息の病態生理と特徴を説明できる

18.アトピー性皮膚炎のメカニズム、臨床症状、検査法、診断、治療と予防について説明できる

19.鼻アレルギーの病態、臨床所見、検査所見、治療について説明できる

20.アレルギー性疾患診療における危機管理について説明できる

21.薬剤アレルギー、解熱鎮痛薬不耐症・過敏症の臨床症状、診断、治療について説明できる

22.アナフィラキシーの発生機序、症状、診断、治療・予防について説明できる

23.食物アレルギーの発生機序、症状、診断、治療・予防について説明できる
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関連ディプロマポリシー

　①プロフェッショナルとしての高い使命感と倫理観を持ち、人に愛され、人に信頼され、人に尊敬される医

    師を目指すこと。

　②患者に対する思いやりと奉仕の精神、また、チームワークにおける協調精神を身につけること。

　③医師になるために必要な医学の知識と技能を修得し、さらに日々向上に努めること。

関連教育アウトカム

　①倫理とプロフェッショナリズム

　②医学知識

　③診療の基本的技能

キーワード

　アレルギー、病因、病態、診断、治療

一般目標(GIO)

人体における免疫・アレルギー反応の機序を理解し、アレルギー反応の関与によって発症する疾患について、それぞれの病態を

理解し、鑑別、治療法を理解できることを目的とする。

行動目標（SBOs)

１．アレルギーの病態を説明できる

２．アレルギーの分類について説明できる

３．IgE、IgG検査法、皮膚テストについて説明できる

４．負荷試験、呼吸機能検査、呼気一酸化窒素濃度測定について説明できる

５．アレルギー原因の回避、除去について説明できる

６．アレルギー疾患に対する免疫療法（減感作療法）、薬物療法について説明できる

７．職業アレルギーの種類、臨床所見、検査所見、治療について説明できる

８．昆虫アレルギーの種類、臨床所見、検査所見、治療について説明できる

９．物理アレルギーの種類、臨床所見、検査所見、治療について説明できる

10.好酸球性多発血管炎性肉芽腫症の病態、臨床所見、検査所見、診断、治療について説明できる

11.アレルギー性気管支肺アスペルギルス症の病態、臨床所見、検査所見、診断、治療について説明できる

12.成人喘息の病態、疫学、診断、治療について説明できる

13.アレルギー性結膜炎の種類、症状、臨床所見、治療について説明できる

14.蕁麻疹・接触性皮膚炎の相違点を理解し、それぞれの皮膚の状態、検査法、治療法について説明できる

15.好酸球増多症候群の診断基準、治療と予後について説明できる

16.小児アレルギーについて概略を説明できる

17.小児喘息の病態生理と特徴を説明できる

18.アトピー性皮膚炎のメカニズム、臨床症状、検査法、診断、治療と予防について説明できる

19.鼻アレルギーの病態、臨床所見、検査所見、治療について説明できる

20.アレルギー性疾患診療における危機管理について説明できる

21.薬剤アレルギー、解熱鎮痛薬不耐症・過敏症の臨床症状、診断、治療について説明できる

22.アナフィラキシーの発生機序、症状、診断、治療・予防について説明できる

23.食物アレルギーの発生機序、症状、診断、治療・予防について説明できる

■成績評価方法および基準

習熟度確認テスト 20%

本試験 80%

■試験・課題に対するフィードバック方法

模範答案をUNIVERSAL PASSPORTに掲載します。

■教科書

[ISBN]9784890134236 『カラー版 内科学』 (西村書店 : 2012)

[ISBN]9784787814098 『小児科学・新生児学テキスト』 (診断と治療社 : 2007)

[ISBN]9784521745817 「あたらしい皮膚科学」 (清水  宏, 中山書店: 2018)

[ISBN]9784525235321 『総合アレルギー学』 (南山堂 : 2010)

■参考文献

[ISBN]9784877941819 『アレルギー総合ガイドライン 2016』 (協和企画(港区) : 2016)

[ISBN]9784877941710 『喘息予防・管理ガイドライン 2015』 (日本アレルギー学会, 協和企画(港区) : 2015)

■関連科目

呼吸器・アレルギー内科 小児科 皮膚科 耳鼻咽喉科、眼科

■授業評価アンケート実施方法

授業前に配布される出席カードにより授業評価アンケートを行う。

■研究室・メールアドレス

koare-hisho@med.kindai.ac.jp

■オフィスアワー

月～金　９時～17時

■授業計画の内容及び時間外学修の内容・時間

第1回  形成的評価：プレテスト「アレルギー反応について」

予習内容：講義タイトルに対応する教科書、参考書の部分を読み、不明な語句について調べる。

予習時間：60分

復習内容：試験内容を整理して不明な部分を調べる。

復習時間：15分

まず、アレルギー反応の知識についてテストを行い、各学生にアレルギーに関する知識の現状を認識させる。

第2回  統合授業：アレルギーの基礎と臨床

予習内容：講義タイトルに対応する教科書、参考書部分を読み、不明な語句について調べる。

予習時間：15分

復習内容：講義中に書き込んだ内容を整理して、不明な部分を調べる。

復習時間：15分

アレルギー反応の基本と、主なアレルギー疾患の病態生理について講義する

第3回  アレルギーの検査法

予習内容：講義タイトルに対応する教科書、参考書部分を読み、不明な語句について調べる。

予習時間：15分

復習内容：講義中に書き込んだ内容を整理して、不明な部分を調べる。

復習時間：15分

アレルギー疾患の診断・評価に必要な検査法について講義する
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予習内容：講義タイトルに対応する教科書、参考書部分を読み、不明な語句について調べる。

予習時間：15分

復習内容：講義中に書き込んだ内容を整理して、不明な部分を調べる。

復習時間：15分

アレルギー疾患の診断・評価に必要な検査法について講義する

第4回  アレルギーの治療法

予習内容：講義タイトルに対応する教科書、参考書部分を読み、不明な語句について調べる。

予習時間：15分

復習内容：講義中に書き込んだ内容を整理して、不明な部分を調べる。

復習時間：15分

アレルギー疾患の治療について講義する

第5回  アナフィラキシー

予習内容：講義タイトルに対応する教科書、参考書部分を読み、不明な語句について調べる。

予習時間：15分

復習内容：講義中に書き込んだ内容を整理して、不明な部分を調べる。

復習時間：15分

アナフィラキシーの病態生理、症状、診断、治療・予防について講義する

第6回  小児アレルギー①

予習内容：講義タイトルに対応する教科書、参考書部分を読み、不明な語句について調べる。

予習時間：15分

復習内容：講義中に書き込んだ内容を整理して、不明な部分を調べる。

復習時間：15分

小児アレルギーの基本的事項、および各疾患について講義を行う①

第7回  小児アレルギー②

予習内容：講義タイトルに対応する教科書、参考書部分を読み、不明な語句について調べる。

予習時間：15分

復習内容：講義中に書き込んだ内容を整理して、不明な部分を調べる。

復習時間：15分

小児アレルギーの基本的事項、および各疾患について講義を行う②

第8回  職業・物理・昆虫アレルギー

予習内容：講義タイトルに対応する教科書、参考書部分を読み、不明な語句について調べる。

予習時間：15分

復習内容：講義中に書き込んだ内容を整理して、不明な部分を調べる。

復習時間：15分

職業性・物理刺激・昆虫アレルギーの種類、臨床所見、検査所見、治療について講義する

第9回  アトピー性皮膚炎

予習内容：講義タイトルに対応する教科書、参考書部分を読み、不明な語句について調べる。

予習時間：15分

復習内容：講義中に書き込んだ内容を整理して、不明な部分を調べる。

復習時間：15分

アトピー性皮膚炎のメカニズム、臨床症状、検査法、診断、治療と予防について講義する

第10回  蕁麻疹・接触性皮膚炎

予習内容：講義タイトルに対応する教科書、参考書部分を読み、不明な語句について調べる。

予習時間：15分

復習内容：講義中に書き込んだ内容を整理して、不明な部分を調べる。

復習時間：15分

蕁麻疹・接触性皮膚炎のメカニズム、臨床症状、検査法、診断、治療と予防について講義する

第11回  成人喘息

予習内容：講義タイトルに対応する教科書、参考書部分を読み、不明な語句について調べる。

予習時間：15分

復習内容：講義中に書き込んだ内容を整理して、不明な部分を調べる。

復習時間：15分

成人喘息の病態、疫学、診断、治療について講義する

第12回  好酸球増多症

予習内容：講義タイトルに対応する教科書、参考書部分を読み、不明な語句について調べる。

予習時間：15分

復習内容：講義中に書き込んだ内容を整理して、不明な部分を調べる。

復習時間：15分

好酸球増多症の病態生理、診断基準、治療と予後について講義する
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予習内容：講義タイトルに対応する教科書、参考書部分を読み、不明な語句について調べる。

予習時間：15分

復習内容：講義中に書き込んだ内容を整理して、不明な部分を調べる。

復習時間：15分

好酸球増多症の病態生理、診断基準、治療と予後について講義する

第13回  薬剤アレルギー、解熱鎮痛薬不耐症・過敏症

予習内容：講義タイトルに対応する教科書、参考書部分を読み、不明な語句について調べる。

予習時間：15分

復習内容：講義中に書き込んだ内容を整理して、不明な部分を調べる。

復習時間：15分

薬剤アレルギー、解熱鎮痛薬不耐症・過敏症の病態生理、臨床症状、診断、治療について講義する

第14回  好酸球性多発血管炎性肉芽腫症

予習内容：講義タイトルに対応する教科書、参考書部分を読み、不明な語句について調べる。

予習時間：15分

復習内容：講義中に書き込んだ内容を整理して、不明な部分を調べる。

復習時間：15分

好酸球性多発血管炎性肉芽腫症の病態、臨床所見、検査所見、診断、治療について講義する

第15回  チーム医療：地域医療におけるアレルギー診療

予習内容：講義タイトルに対応する教科書、参考書部分を読み、不明な語句について調べる。

予習時間：15分

復習内容：講義中に書き込んだ内容を整理して、不明な部分を調べる。

復習時間：15分

実地医家でご活躍中のアレルギー専門医である非常勤講師を招き、地域医療におけるアレルギー診療の実態やコツについて講義

していただく。

第16回  アレルギー性結膜炎

予習内容：講義タイトルに対応する教科書、参考書部分を読み、不明な語句について調べる。

予習時間：15分

復習内容：講義中に書き込んだ内容を整理して、不明な部分を調べる。

復習時間：15分

アレルギー性結膜炎の種類、症状、臨床所見、治療について講義する

第17回  好酸球性肺炎

予習内容：講義タイトルに対応する教科書、参考書部分を読み、不明な語句について調べる。

予習時間：15分

復習内容：講義中に書き込んだ内容を整理して、不明な部分を調べる。

復習時間：15分

好酸球性肺炎の機序、症状、臨床所見、治療について講義する

第18回  食物アレルギー

予習内容：講義タイトルに対応する教科書、参考書部分を読み、不明な語句について調べる。

予習時間：15分

復習内容：講義中に書き込んだ内容を整理して、不明な部分を調べる。

復習時間：15分

食物アレルギーの発生機序、症状、診断、治療・予防について講義する

第19回  医療安全：アレルギー性疾患における安全性への配慮と危機管理

予習内容：講義タイトルに対応する教科書、参考書部分を読み、不明な語句について調べる。

予習時間：15分

復習内容：講義中に書き込んだ内容を整理して、不明な部分を調べる。

復習時間：15分

アレルギー性疾患の検査や治療における安全性への配慮と危機管理について講義する

第20回  形成的評価：症例検討（グループ学習）

予習内容：これまでの講義内容を整理しておく。

予習時間：15分

復習内容：症例検討において不明な部分があれば調べる。

復習時間：15分

アレルギーの症例を提示し、スモールグループに分かれて討議を行う。

第21回  形成的評価：習熟度確認テスト

予習内容：これまでの講義内容を整理しておく。

予習時間：15分

復習内容：試験問題で解答できないところは調べて復習する。

復習時間：15分

全講義終了後にテストを行い、各学生にアレルギーに関する理解度がいかに深まったか（深まっていないか）を認識させる。209



予習内容：これまでの講義内容を整理しておく。

予習時間：15分

復習内容：試験問題で解答できないところは調べて復習する。

復習時間：15分

全講義終了後にテストを行い、各学生にアレルギーに関する理解度がいかに深まったか（深まっていないか）を認識させる。

■ホームページ

近畿大学医学部　呼吸器・アレルギー内科　http://kindai-allergy.jp/
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シラバス№： 1811900050

臨床各論Ⅳ内科学教室（膠原病内科部門）科目名　：

英文名　：

船内　正憲・川田　暁・菊池　啓・木下　浩二・野﨑　祐史・永禮　靖章・

岸本　和也・志賀　俊彦・井上　明日圭・李　進海・酒井　健史・伊丹　哲・

杉山　昌史・丸山　耕一

担当者　：

医学科開講学科：

90時間 開講期： 必修科目必修選択の別：開講年次：単　位　： 3年次

科目区分： 専門科目

備　考　：

■授業概要・方法等

　本コースの膠原病内科部門の学習は医学部学生の必修科目の一つである。本領域の疾患は、結合組織の炎症や線維化を中心に

全身臓器に様々な病変を合併し、非常に多彩な症状を呈する。学習内容は専門的な知識の習得だけでなく、柔軟な幅広い診療能

力の修得であり、総合内科学（general medicine）の特徴と重なるものがある。そこでは全身状態の速やかな把握、救急時の対

応、免疫抑制状態での感染症管理、水・電解質の管理、精神的支援など幅広い技能が要求される。

　授業の内容は講義が中心である。膠原病内科の教官が講義を行うが、一部は眼科学、皮膚科学および整形外科の教官が担当す

る。各講義においては学生との質疑応答を重視し、双方向の授業となるよう努める。特に、コース開始時には学生の予習状況を

確認するためのプレテストと質疑応答を、コース途中で学習の進捗状況を確認するための習熟度テストならびに実際に症例を提

示して問題を解決する小グループによる演習を行う。

「チーム医療」の講義では関節リウマチの医療を例に取り上げ、薬剤師、看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士などの

他職種の業務についての講義を取り入れる。「医療安全と危機管理」の学習においては、医療の現場で必要とされるコミュニュ

ケーション、相互サポート、リーダーシップ、状況モニタリングなどのスキルの育成に学生が積極的に参加できるよう心掛け

る。

　学生からの質問は講義前後や講義中においても随時受け付けるが、オフィスアワーを週に1回設け、学生が自由に質問できる機

会を与える。

　UNIT終了後に総括的評価のための定期試験を実施し、カリキュラムの最終的な習熟度を評価する。

■学習・教育目標及び到達目標

【関連ディプロマポリシー】

 A. プロフェッショナルとしての高い使命感と倫理観を持ち、人に愛され、信頼され、尊敬される医師を目指すこと。

 B. 患者に対する思いやりと奉仕の精神、また、チームワークにおける協調精神を身につけること。

 C. 医師に必要な医学の知識と技能を修得し、さらに日々向上に努めること。

【関連教育アウトカム】

 ①倫理とプロフェッショナリズム

 ②医学的知識

 ③診療の基本的技能

キーワード

　 結合組織、炎症、診断、治療

一般目標（GIOs）

　1.正常の免疫機構、自己免疫現象および炎症の病態を理解する。

　2.膠原病および類縁疾患の病態ならびに治療法を理解する。

　3.膠原病の眼病変および皮膚病変の病態を理解する。

　4.チーム医療の意義を習得する。

　5.医療安全の概念を理解し、危機管理の具体的方策を習得する。

行動目標(SBOs)

　1-1 結合組織の構造について説明できる。

　1-2.免疫に関与する細胞、液性因子について説明できる。

　1-3.自己免疫現象について説明できる。

　1-4.炎症の意義を説明できる。

　1-5.炎症および免疫異常の状態を評価する方法について説明できる。

　1-6 膠原病の検体検査、画像検査、病理組織検査について説明できる。

　2-1.関節炎を分類することができ、各病態の鑑別法を説明できる。

　2-2.関節リウマチの病態、診断法および治療法を説明できる。

　2-3 成人発症スティル病の病態、診断法および治療法を説明できる。

　2-4 脊椎関節炎の病態、診断法および治療法を説明できる。

　2-5 リウマチ性多発筋痛症の病態、診断法および治療法を説明できる。

  2-6 全身性エリテマトーデスの病態、診断法および治療法を説明できる。

　2-7 強皮症の病態、診断法および治療法を説明できる。

  2-8 多発性筋炎/皮膚筋炎の病態、診断法および治療法を説明できる。

　2-9 シェーグレン症候群の病態、診断法および治療法を説明できる。

  2-10 混合性結合組織病の病態、診断法および治療法を説明できる。

  2-11 血管炎症候群を分類することができ、各病態の鑑別法を説明することができる。

　2-12 ANCA関連血管炎の分類および病態、診断法および治療法を説明できる。

  2-13 高安動脈炎の病態、診断法および治療法を説明できる。

  2-14 結節性多発動脈炎の病態、診断法および治療法を説明できる。

  2-15 IgA血管炎の病態、診断法および治療法を説明できる。

　2-16 ベーチェット病の病態、診断法および治療法を説明できる。

　3-1 リウマチ性疾患に対する外科的治療の適応と説明できる。

　3-2 眼科領域における膠原病の病態および治療法を説明できる。

  3-3 皮膚科領域における膠原病の病態および治療法を説明できる。

  4-1 リウマチ・膠原病のチーム医療に携わる他職種の役割を説明できる。

  4-2 リウマチ・膠原病のチーム医療における医師の役割を説明できる。

  4-3 リウマチ・膠原病医療において他職種の医療従事者と適切なコミュニケーションがとれる。

  5-1 リウマチ・膠原病の合併症について説明できる。

  5-2 リウマチ・膠原病における危機管理の方策を説明できる。

　これらの目標は、関連ディプロマポリシー C の「医師に必要な医学の知識と技能の修得」、B の「チームワークにおける協調

精神の育成」に主体的に関与し、その延長線上にある A の「人に愛され、信頼され、尊敬される医師を目指す」ことの基盤とな

る。本コースの到達目標として、上記の関連教育アウトカム ①～③を体得することが重要である。
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【関連ディプロマポリシー】

 A. プロフェッショナルとしての高い使命感と倫理観を持ち、人に愛され、信頼され、尊敬される医師を目指すこと。

 B. 患者に対する思いやりと奉仕の精神、また、チームワークにおける協調精神を身につけること。

 C. 医師に必要な医学の知識と技能を修得し、さらに日々向上に努めること。

【関連教育アウトカム】

 ①倫理とプロフェッショナリズム

 ②医学的知識

 ③診療の基本的技能

キーワード

　 結合組織、炎症、診断、治療

一般目標（GIOs）

　1.正常の免疫機構、自己免疫現象および炎症の病態を理解する。

　2.膠原病および類縁疾患の病態ならびに治療法を理解する。

　3.膠原病の眼病変および皮膚病変の病態を理解する。

　4.チーム医療の意義を習得する。

　5.医療安全の概念を理解し、危機管理の具体的方策を習得する。

行動目標(SBOs)

　1-1 結合組織の構造について説明できる。

　1-2.免疫に関与する細胞、液性因子について説明できる。

　1-3.自己免疫現象について説明できる。

　1-4.炎症の意義を説明できる。

　1-5.炎症および免疫異常の状態を評価する方法について説明できる。

　1-6 膠原病の検体検査、画像検査、病理組織検査について説明できる。

　2-1.関節炎を分類することができ、各病態の鑑別法を説明できる。

　2-2.関節リウマチの病態、診断法および治療法を説明できる。

　2-3 成人発症スティル病の病態、診断法および治療法を説明できる。

　2-4 脊椎関節炎の病態、診断法および治療法を説明できる。

　2-5 リウマチ性多発筋痛症の病態、診断法および治療法を説明できる。

  2-6 全身性エリテマトーデスの病態、診断法および治療法を説明できる。

　2-7 強皮症の病態、診断法および治療法を説明できる。

  2-8 多発性筋炎/皮膚筋炎の病態、診断法および治療法を説明できる。

　2-9 シェーグレン症候群の病態、診断法および治療法を説明できる。

  2-10 混合性結合組織病の病態、診断法および治療法を説明できる。

  2-11 血管炎症候群を分類することができ、各病態の鑑別法を説明することができる。

　2-12 ANCA関連血管炎の分類および病態、診断法および治療法を説明できる。

  2-13 高安動脈炎の病態、診断法および治療法を説明できる。

  2-14 結節性多発動脈炎の病態、診断法および治療法を説明できる。

  2-15 IgA血管炎の病態、診断法および治療法を説明できる。

　2-16 ベーチェット病の病態、診断法および治療法を説明できる。

　3-1 リウマチ性疾患に対する外科的治療の適応と説明できる。

　3-2 眼科領域における膠原病の病態および治療法を説明できる。

  3-3 皮膚科領域における膠原病の病態および治療法を説明できる。

  4-1 リウマチ・膠原病のチーム医療に携わる他職種の役割を説明できる。

  4-2 リウマチ・膠原病のチーム医療における医師の役割を説明できる。

  4-3 リウマチ・膠原病医療において他職種の医療従事者と適切なコミュニケーションがとれる。

  5-1 リウマチ・膠原病の合併症について説明できる。

  5-2 リウマチ・膠原病における危機管理の方策を説明できる。

　これらの目標は、関連ディプロマポリシー C の「医師に必要な医学の知識と技能の修得」、B の「チームワークにおける協調

精神の育成」に主体的に関与し、その延長線上にある A の「人に愛され、信頼され、尊敬される医師を目指す」ことの基盤とな

る。本コースの到達目標として、上記の関連教育アウトカム ①～③を体得することが重要である。

■成績評価方法および基準

習熟度テスト 10%

小グループによる演習 10%

定期試験 80%

■試験・課題に対するフィードバック方法

プレテスト、習熟度テストの後に解説と質疑応答の時間を設け、その他の質疑応答は授業中随時ならびにオフィスアワーで行

い、必要に応じて再試験あるいは補講を行う。

■教科書

[ISBN]9784896323092 『病気がみえる 〈vol.6〉 免疫・膠原病・感染症 (Medical Disease:An Illustrated Reference)』 (メ

ディックメディア : 2009)

[ISBN]4784953442 『膠原病診療ノート 症例の分析 文献の考察 実践への手引き』 (三森 明夫, 日本医事新報社 : 2013)

■参考文献

[ISBN]9784787821263 『リウマチ病学テキスト 改訂第2版』 (診断と治療社 : 2015)

[ISBN]9784787821768 『膠原病・リウマチ・アレルギー研修ノート』 (診断と治療社 : 2016)

[ISBN]9784895928946 『関節リウマチの画像診断』（メディカル・サイエンス・インターナショナル：2017）

■関連科目

免疫学　免疫遺伝学　病理学　アレルギー学

薬理学　リハビリテーション学

■授業評価アンケート実施方法

実施規程に準拠して行う。

■研究室・メールアドレス

研究棟2階 膠原病内科・kougen@med.kindai.ac.jp
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研究棟2階 膠原病内科・kougen@med.kindai.ac.jp

■オフィスアワー

月・火・金曜　PM5-6時

■授業計画の内容及び時間外学修の内容・時間

総論１：膠原病の病因・病態と症候

膠原病に共通した遺伝的、外的要因と病態、ならびに特徴的な症候について講義する。

総論２：膠原病における検査法

膠原病の診断に必要な検体検査、画像検査および病理組織検査について講義する。

総論３：膠原病の治療法

膠原病の基本的な治療法および各病態に応じた治療法について講義する。

総論４：膠原病の眼病変

膠原病で見られる眼病変とその治療法について講義する。

総論５：膠原病の皮膚病変

膠原病で見られる皮膚病変とその治療法について講義する。

総論６：膠原病の鑑別診法

膠原病の種々の症候から鑑別する方法について講義する。

総論７：膠原病のチーム医療

膠原病におけるチーム医療の必要性、医師と他職種の連携について講義する。

総論８：リウマチ・膠原病医療における安全管理

膠原病領域でで直面する安全管理面での問題について講義する。

総論９：リウマチ・膠原病におけるチーム医療

リウマチ・膠原病の医療に携わる他職種の業務について講義する。

各論１：関節リウマチ

関節リウマチの病態、診断および治療法、ならびに合併症について講義する。

各論２：血管炎症候群１

ANCA関連血管炎の病態、診断および治療法、ならびに合併症について講義する。

各論３：血管炎症候群２

その他の血管炎症候群（高安動脈炎、結節性多発動脈炎、IgA血管炎）の病態、診断および治療法、ならびに合併症について講義

する。

各論４：多発性筋炎/皮膚筋炎

多発性筋炎/皮膚筋炎の病態、診断および治療法、ならびに合併症、特に間質性肺炎について講義する。

各論５：強皮症

強皮症の病態、診断および治療法、ならびに合併症、特に間質性肺炎、肺高血圧症について講義する。

各論６：全身性エリテマトーデス

全身性エリテマトーデスの病態、診断および治療法、ならびに合併症、特に抗リン脂質抗体症候群について講義する。

各論７：成人スティル病

成人スティル病の病態、診断および治療法、ならびに合併症、特に血球貪食症候群について講義する。

各論８：ベーチェット病

ベーチェット病の病態、診断および治療法、ならびに合併症について講義する。

各論９：リウマチ性多発筋痛症/巨細胞性動脈炎

リウマチ性多発筋痛症および巨細胞性動脈炎の病態、診断および治療法、ならびに合併症について講義する。

各論10：脊椎関節炎

脊椎関節炎の病態、診断および治療法、ならびに合併症について講義する。

各論11：混合性結合組織病

混合性結合組織病の病態、診断および治療法、ならびに合併症について講義する。

各論12：シェーグレン症候群

シェーグレン症候群の病態、診断および治療法ならびに合併症、特に尿細管性アシドーシスについて講義する。
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総論１：膠原病の病因・病態と症候

膠原病に共通した遺伝的、外的要因と病態、ならびに特徴的な症候について講義する。

総論２：膠原病における検査法

膠原病の診断に必要な検体検査、画像検査および病理組織検査について講義する。

総論３：膠原病の治療法

膠原病の基本的な治療法および各病態に応じた治療法について講義する。

総論４：膠原病の眼病変

膠原病で見られる眼病変とその治療法について講義する。

総論５：膠原病の皮膚病変

膠原病で見られる皮膚病変とその治療法について講義する。

総論６：膠原病の鑑別診法

膠原病の種々の症候から鑑別する方法について講義する。

総論７：膠原病のチーム医療

膠原病におけるチーム医療の必要性、医師と他職種の連携について講義する。

総論８：リウマチ・膠原病医療における安全管理

膠原病領域でで直面する安全管理面での問題について講義する。

総論９：リウマチ・膠原病におけるチーム医療

リウマチ・膠原病の医療に携わる他職種の業務について講義する。

各論１：関節リウマチ

関節リウマチの病態、診断および治療法、ならびに合併症について講義する。

各論２：血管炎症候群１

ANCA関連血管炎の病態、診断および治療法、ならびに合併症について講義する。

各論３：血管炎症候群２

その他の血管炎症候群（高安動脈炎、結節性多発動脈炎、IgA血管炎）の病態、診断および治療法、ならびに合併症について講義

する。

各論４：多発性筋炎/皮膚筋炎

多発性筋炎/皮膚筋炎の病態、診断および治療法、ならびに合併症、特に間質性肺炎について講義する。

各論５：強皮症

強皮症の病態、診断および治療法、ならびに合併症、特に間質性肺炎、肺高血圧症について講義する。

各論６：全身性エリテマトーデス

全身性エリテマトーデスの病態、診断および治療法、ならびに合併症、特に抗リン脂質抗体症候群について講義する。

各論７：成人スティル病

成人スティル病の病態、診断および治療法、ならびに合併症、特に血球貪食症候群について講義する。

各論８：ベーチェット病

ベーチェット病の病態、診断および治療法、ならびに合併症について講義する。

各論９：リウマチ性多発筋痛症/巨細胞性動脈炎

リウマチ性多発筋痛症および巨細胞性動脈炎の病態、診断および治療法、ならびに合併症について講義する。

各論10：脊椎関節炎

脊椎関節炎の病態、診断および治療法、ならびに合併症について講義する。

各論11：混合性結合組織病

混合性結合組織病の病態、診断および治療法、ならびに合併症について講義する。

各論12：シェーグレン症候群

シェーグレン症候群の病態、診断および治療法ならびに合併症、特に尿細管性アシドーシスについて講義する。

■ホームページ

近畿大学医学部　血液・膠原病内科　http//www.med.kindai.ac.jp/naika3/
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シラバス№： 1811900038

臨床各論Ⅴリハビリテーション医学教室科目名　：

英文名　：

福田　寛二・谷本　道哉・山本　裕美・山縣　俊之・花田　一志・

上田　昌美・寺村　岳士・田中　敦子・小西　直毅・糸数　万紀・

大洞　佳代子・岸本　恵美理

担当者　：

医学科開講学科：

180時間 開講期： 必修科目必修選択の別：開講年次：単　位　： 3年次

科目区分： 専門科目

備　考　：

■授業概要・方法等

リハビリテ－ション医学とは、様々な原因によって生じた運動障害、高次機能障害などの障害のため身体的・精神的に社会的不

利をこうむっている人達の障害の影響を減らし、社会的統合を実現することを援助する専門医学分野である。リハビリテーショ

ン医学の対象疾患は、脳血管障害、外傷、神経筋疾患、呼吸器・循環器疾患、摂食・嚥下障害、高次機能障害、廃用症候群など

多岐にわたる。さらに人口の高齢化に伴い認知症や骨粗鬆症、運動器不安定症といった加齢とともに増加する疾患においてもリ

ハビリテーション医学の関与は大きい。高齢化に伴い医療費増大が懸念されている中、医療制度改革において、慢性期病床、急

性期病床を減らし、早期に在宅復帰するような方策がとられている。早期に在宅復帰ができるように集中的にリハビリテーショ

を施す回復期リハ病床は増加する政策を打ち出されている。疾患の予防、進行抑制、臨床分野での応用も期待される再生医療分

野においてもリハビリテーションの重要性はましている。

　リハビリテーション医学の対象疾患は多岐にわたるため、幅広い分野での専門的知識が必要となる。運動器疾患や神経筋疾

患、脳血管障害、循環器や呼吸器に代表される内部障害の病態を理解したうえでリハビリテーションとしての対応を習得するこ

とを目標に授業は構成されている。授業の内容は講義が中心である。主にリハビリテーション医学の教員が講義を行うが，一部

の内容については内科の教員やコメディカルによる講義も行う。スポーツ医学は谷本道哉准教授（近畿大学生物理工学部），再

生医療は寺村岳士講師（附属病院先端総合医療センター再生医療部門）が各々担当する。各講義においては学生との質疑応答を

重視し，双方向の授業となるよう努める。学生からの質問は講義前後や講義中においても随時受け付けるが，オフィスアワーを

週に1回設け，学生が自由に質問できる機会を与える。 UNIT終了後に総括的評価のための本試験を実施し，カリキュラムの習熟

度を評価する。

■学習・教育目標及び到達目標

関連ディプロマポリシー

1.医師として責務を自律的に果たす使命感と倫理観をもち、人に愛され、信頼され、尊敬される医師を目指すこと。

2.患者や医療関係者とのコミュニケーション能力を備え、互いの意見を尊重し、チーム医療の一員として行動すること。

3.医師になるために必要な医学の知識と技能を取得し、自ら学ぶ向上心をもつこと。

関連教育アウトカム

1.医師としての使命感と倫理観

2.医学的知識

3.診察能力

一般目標（GIOs）

リハビリテーション医学は，単に疾病の診断・治療・予防にとどまらず，生活の質(QOL)の向上を目標としている。対象は，運

動器疾患をはじめとする全ての疾患である。脳卒中や神経難病に代表される精神神経疾患は最重要課題である。また，循環器や

呼吸器に代表される内部障害もリハビリテーション医学の対象となる。これら疾患の病態を理解した上で，リハビリテーション

としての対応を習得することを目標とする。

行動目標（SBOs）

1．障害の分類を述べることができる。

2．治療法の概要を理解できる。

3．脳卒中のリハビリテーションについて述べることができる。

4．主な認知症の病態と特徴を述べることができる。

5．リハビリテーションに関連した社会支援制度を述べることができる。

6．内部障害に対するリハビリテーションを説明できる。

7．摂食・嚥下のメカニズム、リハビリテーションについて説明できる。

8. 回復期リハビリテーションについて説明できる。

9．再生医療の現状を説明できる。

■成績評価方法および基準

最終日に筆記試験を行う。内容はMCQ50題と記述問題5題である。 80%

出席状況 20% 215



最終日に筆記試験を行う。内容はMCQ50題と記述問題5題である。 80%

出席状況 20%

■試験・課題に対するフィードバック方法

試験の要点と解説をUNIVERSAL PASSPORTに掲載します。

■教科書

[ISBN]4307750527 『現代リハビリテーション医学 改訂第4版』 (金原出版 : 2017)

■参考文献

[ISBN]4260013947 『標準リハビリテーション医学 第3版 (標準医学シリーズ)』 (医学書院 : 2012)

■関連科目

整形外科学、神経内科学、精神神経学、脳外科学、解剖学、再生機能医学、呼吸器内科学、循環器内科学、内分泌代謝学

■授業評価アンケート実施方法

実施規程に準拠して行う。

■研究室・メールアドレス

reha-med@med.kindai.ac.jp

■オフィスアワー

水曜　PM4-5時（福田寛二）

■授業計画の内容及び時間外学修の内容・時間

総論　リハ医学の基本的な考え方を学ぶとともに，障害の分類と治療法の概要を講義する。

脳卒中のリハビリテーション　脳血管障害のリハビリテーションについて講義する。

摂食・嚥下のリハビリ　摂食・嚥下のメカニズム、リハビリテーションについて講義する。

再生医療　再生医療の現状を，iPS・ES細胞を中心に講義する。

神経疾患のリハビリテーション　神経疾患に対して必要なリハビリテーションについて講義する。

呼吸器疾患のリハビリ　呼吸器疾患に対するリハビリテーションの実際を講義する。

認知症のケア　主な認知症の病態と特徴、ケアについて講義する。

難病疾患・家族とのコミュニケーション　神経難病対策要綱を説明するとともに，社会保障制度、家族との　コミュニケーショ

ンについて講義する。

糖尿病のリハビリ　糖尿病に対する運動処方の実際を講義する。

循環器のリハビリ　運動負荷試験を中心に，心大血管リハビリテーションの適応と禁忌を講義する。

神経・運動器疾患診療における医療安全　神経・運動器疾患診療における安全管理を，事例を挙げて講義する。

スポーツ医学　筋力強化の実際を講義する。

回復期リハビリテーション　回復期リハビリテーションの役割

医療チームによるリハビリテーション　医療チームの中でのリハビリテーションの役割について講義する。

予習内容：授業タイトルに関連する「教科書、参考文献」部分を読み、不明は語句について調べる。

予習時間：15分

復習内容：授業中に配布される資料や資料に書き込んだ内容を整理して、不明な部分を調べる。

復習時間：15分

■ホームページ

臨床各論Ⅴ リハビリテーション医学　http://intra.med.kindai.ac.jp/tutorial-reha/
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シラバス№： 1811900082

臨床各論Ⅴ形成外科学教室科目名　：

英文名　：

磯貝　典孝・諸富　公昭・楠原　廣久・山内　誠・伊谷　善仁・中尾　仁美・

西脇　仁・平野　成彦・福田　智一・末吉　遊

担当者　：

医学科開講学科：

180時間 開講期： 必修科目必修選択の別：開講年次：単　位　： 3年次

科目区分： 専門科目

備　考　：

■授業概要・方法等

1. 主に講義形式で授業を行う。

2. 主に大学在職中の形成外科の教官が講義を行うが、一部の講義においては大学以外の美容形成外科開業医による講義も行う。

3. 画像資料を含んだパワーポイントスライドを用いて講義を行うが、合わせて画像資料を除いた同内容の資料を配布する。

4. 学生からの質問は講義前後や講義中において随時受けつけるが、オフィスアワーを設けて学生が積極的に質問できる機会を設

ける。

5. 学生の授業内容の理解状況を確認するための小テスト、またＵＮＩＴ終了後の総括的評価のための本試験を行い、カリキュラ

ムの習熟度を評価する。

■学習・教育目標及び到達目標

関連ディプロマシー

1. プロフェッショナルとしての高い使命感と倫理観を持ち、人に愛され、人に信頼され、人に尊敬される石を目指すこと。

2. 患者に対する思いやりと奉仕の精神、また、チームワークにおける協調精神を身につけること。

3. 医師になるために必要な医学の知識と技能を修得し、さらに日々向上に努めること。

関連教育アウトカム

1. 倫理とプロフェッショナリズム

2. 医学知識

3. 診療の基本的技能

キーワード

形成外科、外傷、先天異常、組織再建、顔面骨骨折

一般目標（GIOs）

1. 形成外科の診療内容を正しく把握するため、形成外科総論と基礎的な各論について理解する。

2. 形成外科基本手技ならびに専門的手技（マイクロサージェリーを含む）について理解する。

3. 顔面外科（眼瞼・眼窩疾患を含む）ならびに形成外科的手外科について理解する。

4. 急性創傷、慢性創傷の種類を理解し、診断・治療に生かせるよう理解する。

5. 先天異常の定義と治療について理解する。

6. 美容外科、乳房再建の概念を理解する。

行動目標（SBOs）

1. 形成外科で取り扱う疾患について理解し、基本的な縫合手技を初め、分層・全層植皮術、皮弁形成術や組織移植術などの応用

的な手技について説明できる。

2. 初期救急で取り扱う顔面外傷・切断指などの急性創傷について学び、診断・初期対応について説明できる。

3. 褥瘡や難治性足潰瘍の病因、診断、治療、予防法について説明できる。

4. 頭蓋骨縫合早期癒合症、口唇裂・口蓋裂、脈管系疾患（血管腫・血管奇形・リンパ管奇形）などの先天異常の鑑別ならびに治

療法について説明できる。

5. 顔面外傷（顔面骨骨折・顔面軟部組織損傷）、後天的異常（熱傷および外傷後変化）における診断ならびに治療について述べ

ることができる。

6. 手の機能・解剖について述べることができ、それを基に四肢の先天異常ならびに手指の新鮮外傷に対して、診断ならびに治療

について説明できる。

7. 乳房再重要性について学び、審美的観点からの重要性や治療法について説明できるようになる。

8. 抗加齢医学について学び、顔面および四肢・体幹の美容外科について述べることができる。

■成績評価方法および基準
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■成績評価方法および基準

本試験(基本的な概念、知識について総合的に評価する） 85%

小試験（各講義で学んだトピックの理解度を評価する） 15%

■試験・課題に対するフィードバック方法

模範答案をUNIVERSAL PASSPORTに掲載します。

■教科書

[ISBN]9784830626166 『スキル外来手術アトラス―すべての外科系医師に必要な美しく治すための基本手技』 (市田 正成, 文

光堂 : 2006)

[ISBN]9784260014205 『標準形成外科学 第6版 (標準医学シリーズ)』 (鈴木茂彦, 医学書院 : 2011)

[ISBN]9784771903197 『外傷形成外科―そのときあなたは対応できるか』 (克誠堂出版 : 2007)

[ISBN]9784525318321 『TEXT形成外科学』 (波利井 清紀, 南山堂 : 2004)

[ISBN]9784524240821 『形成外科手術書』 (鬼塚 卓弥, 南江堂 : 2007)

■参考文献

[ISBN]9784307257145 『形成外科診療ガイドライン1 皮膚疾患: 皮膚軟部腫瘍/母斑・色素性疾患(レーザー治療)』 (金原出

版 : 2015)

[ISBN]9784307257152 『形成外科診療ガイドライン2　急性創傷／瘢痕ケロイド　急性創傷／感染創／ケロイド・肥厚性瘢

痕』 (金原出版 : 2015)

[ISBN]9784307257169 『形成外科診療ガイドライン 3 慢性創傷』 (金原出版 : 2015)

[ISBN]9784307257176 『形成外科診療ガイドライン4　頭蓋顎顔面疾患（主に先天性）　口唇・顎・口蓋裂・顔面先天異常／

耳介先天異常／眼瞼』 (金原出版 : 2015)

[ISBN]9784307257183 『形成外科診療ガイドライン5 顎顔面疾患(主に後天性) 顔面外傷/顔面変形(骨切り手術)』 (金原出版 :

2015)

[ISBN]9784307257190 『形成外科診療ガイドライン 6 頭頸部・顔面疾患: 頭頸部再建/顔面神経麻痺/眼瞼下垂症』 (金原出

版 : 2015)

[ISBN]9784307257206 『形成外科診療ガイドライン7　体幹・四肢疾患　乳房再建/腋臭症/漏斗胸/臍ヘルニア・突出症/四肢

先天異常/四肢再建/殿部・外陰部再建』 (金原出版 : 2015)

■関連科目

皮膚科、整形外科、眼科、救命救急科、耳鼻咽喉科

■授業評価アンケート実施方法

実施規定に準拠して行う。

■研究室・メールアドレス

pla-surg@med.kindai.ac.jp

■オフィスアワー

金曜日 16:00-17:00

■授業計画の内容及び時間外学修の内容・時間

下記の各題名に含まれる授業1時間当たりの予習・復習について

予習内容：授業タイトルの内容について、推奨している教科書などを読み、不明な語句について調べる。

予習時間：15分

復習内容：授業中に書き込んだ内容を整理して、不明な部分を調べる。

復習時間：15分

第1回  形成外科総論

形成外科で取り扱う疾患について理解し、創傷治癒過程や基本的な縫合など形成外科的手技について学ぶ。

第2回  皮弁

基本的な局所皮弁や筋皮弁の概念について学び、局所皮弁、筋皮弁、遊離皮弁などの各種皮弁の臨床適応について理解する。

第3回  先天異常

頭蓋骨縫合早期癒合症、口唇裂・口蓋裂、耳介変形、手足の先天異常など形成外科で取り扱う先天異常の診断ならびに治療法に

ついて学ぶ。

第4回  乳房再建

乳房再建の概念を理解し、審美的観点からの重要性や治療法について学ぶ。

第5回  美容外科

抗加齢医学について理解し、顔面および四肢・体幹の美容外科について学ぶ。
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第6回  顔面外科

顔面外傷（顔面骨骨折・顔面軟部組織損傷）における診断ならびに治療について学ぶ。

第7回  手外科とマイクロ

手の機能・解剖について理解し、手指の新鮮外傷に対して、診断ならびに治療に結び付けられるように学ぶ。

第8回  慢性創傷

慢性創傷の病因・診断・治療について学び、褥瘡や難治性足潰瘍の病態や治療について理解する。

第9回  急性損傷

初期救急で取り扱う顔面外傷・熱傷などの急性創傷について学び、診断・初期対応できるように理解する。

■ホームページ

近畿大学医学部　形成外科学講座　http://www.med.kindai.ac.jp/keisei/
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シラバス№： 1811900034

臨床各論Ⅴ整形外科学教室科目名　：

英文名　：

赤木　將男・柿木　良介・大谷 和裕・宮本　裕史・池田　光正・

山﨑　顕二・西村　俊司・井上　紳司・中川　晃一・墳本　一郎・

山岸　孝太郎・西地　晴彦・小川　智永・森竹　章公・斎藤　政克・

朝田　滋貴・森　成志

担当者　：

医学科開講学科：

180時間 開講期： 必修科目必修選択の別：開講年次：単　位　： 3年次

科目区分： 専門科目

備　考　：

■授業概要・方法等

本運動器コースは医学部学生の必修科目である．運動器は人が人らしく尊厳をもって自立した生活を送る上で欠くことの出来な

い重要な器官である．歩行不能となれば、他人の手を借りずには生活が成り立たないことは容易に理解できる．急速な高齢化に

より運動器に障害を持つものは増加の一途を辿り、官民を問わず運動器への関心・意識は高まっている．

実際、介護の領域で要支援となった３大原因疾患は、１）関節疾患、２）脳血管疾患、３）骨折・転倒である．一方、少子化社

会においては、未来を担う小児の運動器疾患・外傷の位置づけも必然的に高くなる．さらに、豊かな社会はスポーツ人口の増加

をもたらし、それに伴う急性・慢性運動器障害も増加している．これらの障害を扱い国民の健康と福祉に貢献するのが整形外科

である．医学部全体の教育目標の中でも「豊かな人間性と倫理観」、「医師として必要な基礎的知識」、「自ら問題を解決する

積極的な態度」、「広い学問的視野」、「奉仕の心」を運動器の観点から学修する．

すなわち、臨床医として必要な運動器に関する基本医学情報を、解剖学、生理学、病理学、薬理学など基礎医学を振り返りつつ

学修する．学生には従来の講義プリント（配布資料）を冊子体に編集した「整形外科学必携」を配布する．授業での強調点、分

からなくて調べた事項、過去の試験に出題された事項、実習で学んだ症例のことなど、あらゆる事を「必携」に書き込み、学内

試験から共用試験CBT・OSCE、臨床実習、医師国家試験まで全ての試験に対応出来るよう、各自の学習ノートとしてカスタマイ

ズを行う．4・5・6学年の臨床実習の際にも必ず携行し活用する．さらに初期研修まで、「必携」を用いて繰り返し学習するこ

とを勧めたい．授業担当の各教員には「必携」理解のための解説をお願いしている．

コース授業の早期に相互学習方式（Q&A)で試験を行なう．これは運動器機能解剖に関する記述式試験（描画を含む）で、参考書

の参照、学生間でのディスカッションは可能である．また、コース最終日には形成的評価のためCBT演習を設けた．コース受講

により、どこまで理解が進んだかを各自確認する．また、UNIT終了後に総括的評価のためのコース試験を実施し到達度評価を行

う。

■学習・教育目標及び到達目標

関連ディプロマポリシー （3つ以下）

　①プロフェッショナルとしての高い使命感と倫理観を持ち、人に愛され、人に信頼され、人に尊敬される医師を目指すこと。

　②患者に対する思いやりと奉仕の精神、また、チームワークにおける協調精神を身につけること。

　③医師になるために必要な医学の知識と技能を修得し、さらに日々向上に努めること。

関連教育アウトカム （3つ以下）

　①倫理とプロフェッショナリズム

　②医学的知識

　③診療の基本的技能

キーワード  （5つ以下）

　運動器、病因、病態、診断、治療

運動器コースとして上記の関連教育アウトカムを達成するため、下記項目を学習・教育目標とする。

１）健康や生活における運動器の重要性を理解する．

２）良く遭遇する運動器外傷に対するプライマリーケアを理解する．

３）運動器慢性疾患（脊柱および四肢）の病態および症候を理解する．

４）運動器慢性疾患の保存的および外科的治療を理解する．

５）運動器診療における合併症を理解し、医療安全の重要性を知る．

６）運動器診療が多職種によるチーム医療によってなされることを理解する．

上記の学習・教育目標の到達レベルを知るための具体的な到達目標を以下に示す。

１）骨折・脱臼（肘内障を含む）・捻挫・腱断裂さらには脊髄損傷など、整形外科外傷のプライマリーケアについて

　　説明できる．

２）骨折の治癒過程、および、骨折の癒合不全、偽関節の原因・病態について述べることができる．

３）骨髄炎や化膿性脊椎炎、化膿性関節炎（乳児化膿性股関節炎を含む）などの運動器感染性疾患の診断と治療について

　　述べることができる．

４）腰痛症の原因について心因的な側面も含めて説明できる．

５）側弯症、先天性股関節脱臼およびペルテス病など代表的小児整形外科疾患について説明できる．

６）臼蓋形成不全による変形性股関節症、内反膝・外反膝による変形性膝関節症など、生体力学的要因を背景として

　　軟骨の変性および変形性関節症が発症することを述べることができる．

７）関節リウマチや痛風・偽痛風、肩関節周囲炎など関節の炎症性疾患の病態と治療について述べることができる．

８）絞扼性末梢神経障害（脊椎神経根症、手根管症候群、肘部管症候群など）および、絞扼性循環障害（胸郭出口症候群など）

　　について解剖学的構造より症候と診断を述べることができる．

９）骨肉腫、軟骨肉腫、骨繊維肉腫、Ewing肉腫、骨悪性線維性組織球腫、脊索腫などの代表的な悪性骨腫瘍、および、

　　骨軟骨腫、骨巨細胞腫、内軟骨腫、良性軟骨芽細胞腫、動脈瘤様骨嚢腫、単発性骨嚢腫、類骨骨腫、線維性骨異型性症など

　　代表的な良性骨腫瘍の病理所見と画像所見について説明できる．

10）半月板損傷や膝靭帯損傷などの膝スポーツ外傷の診断、および、Osgood-Schlatter病や離断性骨軟骨炎、

　　上腕骨外側上顆炎を生じる慢性スポーツ障害の成因と予防について説明できる．

11）骨粗鬆症における骨代謝異常の成因と病態、それに伴う様々な骨折や変形について説明できる．

12）大腿骨頭壊死症を代表とする骨壊死性疾患について、その成因と画像診断について説明できる．
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関連ディプロマポリシー （3つ以下）

　①プロフェッショナルとしての高い使命感と倫理観を持ち、人に愛され、人に信頼され、人に尊敬される医師を目指すこと。

　②患者に対する思いやりと奉仕の精神、また、チームワークにおける協調精神を身につけること。

　③医師になるために必要な医学の知識と技能を修得し、さらに日々向上に努めること。

関連教育アウトカム （3つ以下）

　①倫理とプロフェッショナリズム

　②医学的知識

　③診療の基本的技能

キーワード  （5つ以下）

　運動器、病因、病態、診断、治療

運動器コースとして上記の関連教育アウトカムを達成するため、下記項目を学習・教育目標とする。

１）健康や生活における運動器の重要性を理解する．

２）良く遭遇する運動器外傷に対するプライマリーケアを理解する．

３）運動器慢性疾患（脊柱および四肢）の病態および症候を理解する．

４）運動器慢性疾患の保存的および外科的治療を理解する．

５）運動器診療における合併症を理解し、医療安全の重要性を知る．

６）運動器診療が多職種によるチーム医療によってなされることを理解する．

上記の学習・教育目標の到達レベルを知るための具体的な到達目標を以下に示す。

１）骨折・脱臼（肘内障を含む）・捻挫・腱断裂さらには脊髄損傷など、整形外科外傷のプライマリーケアについて

　　説明できる．

２）骨折の治癒過程、および、骨折の癒合不全、偽関節の原因・病態について述べることができる．

３）骨髄炎や化膿性脊椎炎、化膿性関節炎（乳児化膿性股関節炎を含む）などの運動器感染性疾患の診断と治療について

　　述べることができる．

４）腰痛症の原因について心因的な側面も含めて説明できる．

５）側弯症、先天性股関節脱臼およびペルテス病など代表的小児整形外科疾患について説明できる．

６）臼蓋形成不全による変形性股関節症、内反膝・外反膝による変形性膝関節症など、生体力学的要因を背景として

　　軟骨の変性および変形性関節症が発症することを述べることができる．

７）関節リウマチや痛風・偽痛風、肩関節周囲炎など関節の炎症性疾患の病態と治療について述べることができる．

８）絞扼性末梢神経障害（脊椎神経根症、手根管症候群、肘部管症候群など）および、絞扼性循環障害（胸郭出口症候群など）

　　について解剖学的構造より症候と診断を述べることができる．

９）骨肉腫、軟骨肉腫、骨繊維肉腫、Ewing肉腫、骨悪性線維性組織球腫、脊索腫などの代表的な悪性骨腫瘍、および、

　　骨軟骨腫、骨巨細胞腫、内軟骨腫、良性軟骨芽細胞腫、動脈瘤様骨嚢腫、単発性骨嚢腫、類骨骨腫、線維性骨異型性症など

　　代表的な良性骨腫瘍の病理所見と画像所見について説明できる．

10）半月板損傷や膝靭帯損傷などの膝スポーツ外傷の診断、および、Osgood-Schlatter病や離断性骨軟骨炎、

　　上腕骨外側上顆炎を生じる慢性スポーツ障害の成因と予防について説明できる．

11）骨粗鬆症における骨代謝異常の成因と病態、それに伴う様々な骨折や変形について説明できる．

12）大腿骨頭壊死症を代表とする骨壊死性疾患について、その成因と画像診断について説明できる．

■成績評価方法および基準

コース試験．5肢選択問題が50%、記述式問題が50%である． 80%

相互学習試験．コース授業の早期に運動器機能解剖に関する記述式試験（描画を含む）を行う．参考書の参照、学生間でのディ

スカッションは可能である．合格基準は「可」以上（61点以上）である．（注意：コース授業の1/3以上を欠席するとコース試

験の被評価資格がなくなる） 20%

■試験・課題に対するフィードバック方法

学生は授業内容の理解を容易にするため授業前に配布された「整形外科学必携」を用いて予習し、授業中に教員に質問できるよ

う準備する。授業は「必携」に沿って行なわれるので、授業中にマーク・書き込みを行なう．授業終了後はその日の内に授業内

容を復習し、十分理解できなかった点は教科書あるいは参考書を読み、「必携」に書き込む．「必携」付録の演習問題を解答し

解説を読むことにより、理解を深めるとともに知識を定着させる。さらに疑問点が残るようであれば、下記のオフィスアワーに

医局を訪問し質問する．

■教科書

[ISBN]9784260025379 『標準整形外科学 第13版 (STANDARD TEXTBOOK)』 (中村 利孝, 医学書院 : 2016)

■参考文献

『整形外科必携2018』近畿大学医学部整形外科学教室

■関連科目

神経内科学　精神神経学　脳外科学　リハビリテーション医学　解剖学　再生機能医学　麻酔科学　内分泌代謝学

■授業評価アンケート実施方法

授業前に配布される出席カードにより授業評価アンケートを行う.

■研究室・メールアドレス

makagi@med.kindai.ac.jp

■オフィスアワー

水曜日17：00-18：00（赤木將男）、木曜日17：00-18：00（柿木良介）、金曜日17：00-18：00（宮本裕史）

■授業計画の内容及び時間外学修の内容・時間

下記の各題名に含まれる授業1時間当たりの予習・復習について

予習内容：授業タイトルに対応する「整形外科学必携」部分を読み、不明な語句について調べる。

予習時間：15分

復習内容：授業中に書き込んだ内容を整理して、不明な部分を調べる。

復習時間：15分

題名（領域別）および概要

１）整形外科学総論

　　運動器障害と人の尊厳の関係を学ぶ。多様な運動器疾患の治療理念とインフォームドコンセントのあり方を理解する。

２）相互学習/Q&A

　　運動器組織学・機能解剖に関する記述式試験（描画を含む）である。コース成績評価の20%を占める。

３）抹消神経疾患

　　外傷性および絞扼性末梢神経障害の症候と診断を及び外科治療を学ぶ。

４）小児整形外科疾患

　　運動器先天性疾患、および、小児運動器疾患について説明できる．また、小児の感染性運動器疾患について学ぶ。

５）代謝性骨疾患（骨粗鬆症を含む）

　　代謝性・先天性骨疾患について学ぶ。また、骨粗鬆症の病態、診断と薬物療法について学ぶ。

　　骨粗鬆症など骨脆弱性を基盤に発生する骨折と予防法と治療について学ぶ。

６）骨・軟部腫瘍

　　良性・悪性骨・軟部腫瘍の画像・病理診断と治療について学ぶ。

７）リウマチ性疾患、感染症

　　関節リウマチを代表とする関節炎疾患と化膿性関節炎の診断と治療について学ぶ．

　　さらに、骨髄炎と脊椎感染症についても学ぶ。

８）脊椎・脊髄疾患

　　患者数の非常に多い腰背部痛の鑑別診断、頸胸椎と腰椎の脊柱管狭窄症の診断と治療について学ぶ。

　　また、脊柱に多い転移性骨腫瘍について学ぶ。

９）運動器外傷とプライマリーケア

　　骨折の治癒過程を知り、治療原則を理解する．救急外来などで行なわれる運動器損傷（脱臼・捻挫など）の

　　プライマリーケアについて学ぶ。さらに、スポーツ外傷および障害についても学ぶ。

10）肩甲帯・肩・肘関節疾患

　　肩甲帯・肩関節・肘関節に頻発する外傷および障害の診断と治療法を学ぶ。

11）手関節・手疾患（外傷を含む）

　　外傷やスポーツ損傷の多い手指、手関節について診断と治療法を学ぶ。

12）骨盤・股関節疾患

　　変形性股関節症と大腿骨頭壊死の成因とその治療法について学ぶ。

13）膝・足関節・足疾患

　　変形性膝関節症を代表に関節変性疾患の病態、診断と治療について学ぶ。また、・足関節・足部外傷と疾患について学ぶ。
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下記の各題名に含まれる授業1時間当たりの予習・復習について

予習内容：授業タイトルに対応する「整形外科学必携」部分を読み、不明な語句について調べる。

予習時間：15分

復習内容：授業中に書き込んだ内容を整理して、不明な部分を調べる。

復習時間：15分

題名（領域別）および概要

１）整形外科学総論

　　運動器障害と人の尊厳の関係を学ぶ。多様な運動器疾患の治療理念とインフォームドコンセントのあり方を理解する。

２）相互学習/Q&A

　　運動器組織学・機能解剖に関する記述式試験（描画を含む）である。コース成績評価の20%を占める。

３）抹消神経疾患

　　外傷性および絞扼性末梢神経障害の症候と診断を及び外科治療を学ぶ。

４）小児整形外科疾患

　　運動器先天性疾患、および、小児運動器疾患について説明できる．また、小児の感染性運動器疾患について学ぶ。

５）代謝性骨疾患（骨粗鬆症を含む）

　　代謝性・先天性骨疾患について学ぶ。また、骨粗鬆症の病態、診断と薬物療法について学ぶ。

　　骨粗鬆症など骨脆弱性を基盤に発生する骨折と予防法と治療について学ぶ。

６）骨・軟部腫瘍

　　良性・悪性骨・軟部腫瘍の画像・病理診断と治療について学ぶ。

７）リウマチ性疾患、感染症

　　関節リウマチを代表とする関節炎疾患と化膿性関節炎の診断と治療について学ぶ．

　　さらに、骨髄炎と脊椎感染症についても学ぶ。

８）脊椎・脊髄疾患

　　患者数の非常に多い腰背部痛の鑑別診断、頸胸椎と腰椎の脊柱管狭窄症の診断と治療について学ぶ。

　　また、脊柱に多い転移性骨腫瘍について学ぶ。

９）運動器外傷とプライマリーケア

　　骨折の治癒過程を知り、治療原則を理解する．救急外来などで行なわれる運動器損傷（脱臼・捻挫など）の

　　プライマリーケアについて学ぶ。さらに、スポーツ外傷および障害についても学ぶ。

10）肩甲帯・肩・肘関節疾患

　　肩甲帯・肩関節・肘関節に頻発する外傷および障害の診断と治療法を学ぶ。

11）手関節・手疾患（外傷を含む）

　　外傷やスポーツ損傷の多い手指、手関節について診断と治療法を学ぶ。

12）骨盤・股関節疾患

　　変形性股関節症と大腿骨頭壊死の成因とその治療法について学ぶ。

13）膝・足関節・足疾患

　　変形性膝関節症を代表に関節変性疾患の病態、診断と治療について学ぶ。また、・足関節・足部外傷と疾患について学ぶ。

■ホームページ

近畿大学医学部整形外科学教室　http://www.med.kindai.ac.jp/ortho/
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シラバス№： 1811900036

臨床各論Ⅴ精神神経科学教室科目名　：

英文名　：

白川　治・辻井　農亜・花田　一志・柳　雅也・髙屋　雅彦・大山　覚照・

明石　浩幸・細見　史治・三川　和歌子・池田　真優子・安達　融・

平野　愛佳・川久保　善宏・阪中　聡一郎・廣瀬　智之・矢野　貴詩

担当者　：

医学科開講学科：

180時間 開講期： 必修科目必修選択の別：開講年次：単　位　： 3年次

科目区分： 専門科目

備　考　：

■授業概要・方法等

精神疾患は身体疾患と同じく問診が診断のための第一歩であるが、診断の根拠となる検査データが基本的に存在しないことが身

体疾患との大きな違いとなる。そのため、曖昧な印象を与えがちな医学分野ではあるが、むしろそうであるからこそ、論理的な

考え方や核となるべき知識を持つことが何よりも大切である。精神疾患の症状をどのように把握しどのように診断しさらに治療

に結びつけるのか、筋道立てて理解することが求められる。臨床各論Ⅴ「精神」では、精神疾患の症候と病態を把握・理解し，

診断技術および治療法の基本を習得する。特徴ある個々の精神疾患について、講義、症例呈示等により知識形成を図るほか、精

神科医療に関わるそれぞれの職種の専門的な立場に立った視点提供により、チーム医療の役割を知り広い視野を養う。また、精

神疾患のなかでも、特に中核となる疾患である気分障害と統合失調症については、一日を通しての連続講義をおこない、体系

だった知識の吸収を図る。さらに、症例を通じて学生自らのグループ学習をおこなうことにより、知識を整理し、定着させる。

■学習・教育目標及び到達目標

関連ディプロマポリシー

①プロフェッショナルとしての高い使命感と倫理観を持ち、人に愛され、人に信頼され、人に尊敬される医師を目指すこと。

関連教育アウトカム

①倫理とプロフェッショナリズム

キーワード

精神医学、病因、病態、診断、治療

・　主な精神疾患の症候および病態を理解でき，診断および鑑別診断を述べることができる。

・　精神疾患の診断に必要な画像検査および心理検査を理解し，選択できる。

・　主な精神疾患の治療法を理解し，その適応を判断できる。

・  チーム医療・リエゾン医療における精神科の役割を理解できる。

・　精神科医療における法と倫理、社会学的側面についての知識を習得する。

■成績評価方法および基準

コース試験 100%

■試験・課題に対するフィードバック方法

授業前に配布された精神科シラバスを読んで、あらかじめどういった内容を学ぶのか、予習しておく。授業にあたっては、疑問

点やわかりにくかった点、さらに知りたい点など、率直に質問することが大切である。授業後に、個別にそれぞれの担当教員に

質問をおこなってもよい。また、興味を持って教科書や専門書を読んでみることも大切である。「わかった」という体験を通し

て、知識の定着につながり、精神疾患といった目に見えにくいものへの理解が深まる。

■教科書

[ISBN]9784307150613 『現代臨床精神医学』 (大熊 輝雄, 金原出版 : 2008)

[ISBN]9784260032469 『標準精神医学 第7版 (Standard textbook)』 (野村 総一郎, 医学書院 : 2018)

■参考文献

[ISBN]9784895928526 『カプラン臨床精神医学テキスト DSM-5診断基準の臨床への展開 第3版』 (メディカルサイエンスイ

ンターナショナル : 2016)

[ISBN]9780198747437 『Shorter Oxford Textbook of Psychiatry』 (Philip Cowen, Oxford Univ Pr : 2017)

■関連科目

神経内科学、整形外科学、脳外科学、リハビリテーション医学
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神経内科学、整形外科学、脳外科学、リハビリテーション医学

■授業評価アンケート実施方法

実施規程に準拠しておこなう。

■研究室・メールアドレス

seisin@med.kindai.ac.jp

■オフィスアワー

木曜日　16時～17時

■授業計画の内容及び時間外学修の内容・時間

下記の各題名に含まれる授業１時間当たりの予習・復習について

予習内容：授業タイトルに対応する「教科書、参考文献」部分を読み、不明な語君ついて調べる。

予習時間：15分

復習内容：授業中に配布される資料などに書き込んだ内容を整理して、不明な部分を調べる。

復習時間：15分

精神医学総論

・精神疾患の分類、精神医学の歴史の概略

精神症候学

・意識・知能・記憶・知覚・思考・感情・意欲の異常、自我意識及びその異常。

心理検査

・主な心理検査と内容

感情障害

・概念と歴史，病因論、病型と症状，経過，予後。薬物療法と精神療法。

統合失調症

・代表的な病型の特徴。経過と長期予後。薬物療法および心理社会療法。

器質性精神障害

・脳器質性精神障害の定義、病因、病態。

高次脳機能障害と認知症

・巣症状の理解。神経変性疾患の症候。

認知症の薬物療法

・認知症の中核症状と周辺症状。薬物療法、非薬物療法。

アルコール関連精神障害

・アルコール依存症の疫学、成因、症状、経過。アルコール関連精神障害の分類。

薬物関連精神障害

・物質依存の現状と対策。精神作用物質の種類と特徴。

神経症性障害

・疫学、成因。古典的分類とＩＣＤ、ＤＳＭとの対応。診断、鑑別診断。分類、症状、経過。

摂食障害

・概念、疫学、成因。症状、診断、治療、経過。

ストレス関連精神障害

・心的外傷とその後の経過。診断上の問題。

パーソナリティ障害

・パーソナリティ障害の概念と分類。

児童青年期精神医療

・精神遅滞、心理発達障害、行動および情緒障害、児童期・青年期の精神症状と精神疾患、広汎性発達障害。

精神科薬物療法

・向精神薬の原理、適応と副作用

精神科医療面接と精神療法

・・精神医療の場における医師・患者関係。精神療法の原理、適応、副作用。行動化や転移、逆転移。

睡眠障害

・疫学、成因、診断、治療。

リハビリテーション精神医学

・概念、厚生、方法。

リエゾン精神医学とチーム医療

・チーム医療、せん妄、精神症状をきたす主な治療薬。

精神科病院における精神科医療

・入院形態と行動制限。生活療法と社会技能訓練。社会復帰施設と社会資源。

診療所における精神科医療

・プライマリケアにおける精神疾患

産業精神保健

・企業におけるメンタルヘルス管理

精神保健福祉法

・精神科医療と取り巻く法律

精神科救急医療

・精神科救急対応の実際。自殺企図者について。

自殺と精神医療

・自殺の心理学、生物学、社会学的な病因論。自殺企図者のマネージメント。

生物学的精神医学

・精神疾患の神経生物学的側面

事例提示

・症例の症候学的理解と、治療の精神薬理学的理解

医学英語

・英語文献の調べ方と読み方

リエゾン精神医学とチーム医療

・せん妄。精神症状をきたす治療薬
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下記の各題名に含まれる授業１時間当たりの予習・復習について

予習内容：授業タイトルに対応する「教科書、参考文献」部分を読み、不明な語君ついて調べる。

予習時間：15分

復習内容：授業中に配布される資料などに書き込んだ内容を整理して、不明な部分を調べる。

復習時間：15分

精神医学総論

・精神疾患の分類、精神医学の歴史の概略

精神症候学

・意識・知能・記憶・知覚・思考・感情・意欲の異常、自我意識及びその異常。

心理検査

・主な心理検査と内容

感情障害

・概念と歴史，病因論、病型と症状，経過，予後。薬物療法と精神療法。

統合失調症

・代表的な病型の特徴。経過と長期予後。薬物療法および心理社会療法。

器質性精神障害

・脳器質性精神障害の定義、病因、病態。

高次脳機能障害と認知症

・巣症状の理解。神経変性疾患の症候。

認知症の薬物療法

・認知症の中核症状と周辺症状。薬物療法、非薬物療法。

アルコール関連精神障害

・アルコール依存症の疫学、成因、症状、経過。アルコール関連精神障害の分類。

薬物関連精神障害

・物質依存の現状と対策。精神作用物質の種類と特徴。

神経症性障害

・疫学、成因。古典的分類とＩＣＤ、ＤＳＭとの対応。診断、鑑別診断。分類、症状、経過。

摂食障害

・概念、疫学、成因。症状、診断、治療、経過。

ストレス関連精神障害

・心的外傷とその後の経過。診断上の問題。

パーソナリティ障害

・パーソナリティ障害の概念と分類。

児童青年期精神医療

・精神遅滞、心理発達障害、行動および情緒障害、児童期・青年期の精神症状と精神疾患、広汎性発達障害。

精神科薬物療法

・向精神薬の原理、適応と副作用

精神科医療面接と精神療法

・・精神医療の場における医師・患者関係。精神療法の原理、適応、副作用。行動化や転移、逆転移。

睡眠障害

・疫学、成因、診断、治療。

リハビリテーション精神医学

・概念、厚生、方法。

リエゾン精神医学とチーム医療

・チーム医療、せん妄、精神症状をきたす主な治療薬。

精神科病院における精神科医療

・入院形態と行動制限。生活療法と社会技能訓練。社会復帰施設と社会資源。

診療所における精神科医療

・プライマリケアにおける精神疾患

産業精神保健

・企業におけるメンタルヘルス管理

精神保健福祉法

・精神科医療と取り巻く法律

精神科救急医療

・精神科救急対応の実際。自殺企図者について。

自殺と精神医療

・自殺の心理学、生物学、社会学的な病因論。自殺企図者のマネージメント。

生物学的精神医学

・精神疾患の神経生物学的側面

事例提示

・症例の症候学的理解と、治療の精神薬理学的理解

医学英語

・英語文献の調べ方と読み方

リエゾン精神医学とチーム医療

・せん妄。精神症状をきたす治療薬

■ホームページ
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シラバス№： 1811900037

臨床各論Ⅴ内科学教室（神経内科部門）科目名　：

英文名　：

楠　進・中村　雄作・大槻　俊輔・三井　良之・平野　牧人・宮本　勝一・

西郷　和真・塩山　実章・上田　昌美・桑原　基・寒川　真・岡崎　真央・

稲田　莉乃・宇川　義一・武田　克彦・上坂　義和・竹島　多賀夫・

髙田　和男

担当者　：

医学科開講学科：

180時間 開講期： 必修科目必修選択の別：開講年次：単　位　： 3年次

科目区分： 専門科目

備　考　：

■授業概要・方法等

ヒトをヒトたらしめる本質が何か？という問いは，あらゆる学問領域において大きな命題であり，医学もその例外ではない。医

学は単に知識や技術を学ぶのではない。医学を通じてヒトが何であるかを学ぶのである。その中で、脳神経および運動器に関わ

る学問分野が果たす役割は大きい。臨床各論Vでは、幅広く，神経と運動器に関わる分野を学ぶが，それを「病（やまい）」と言

う観点から見るとき，臨床神経学のみかた，考え方は極めて重要である。神経内科の担当する部分では、講義を主体とするもの

の、神経診察法の学習では実習形式での授業も行う．さらに，team based learning (TBL)の手法を用いて，active learning

の要素を取り入れた授業も実施する。体を動かして手技を学ぶこと、チームで連携して課題に取り組むことが重要である。これ

は神経学の本質につながるものと考える。講義の流れとしては、中枢神経・末梢神経の構造、機能を解説したうえで、代表的な

疾患に関する症候、診断の基礎を紹介する。さらには４学年以降の臨床実習や将来医師として遭遇する多彩な神経疾患を理解す

るうえでの必須事項を解説する。神経疾患に関わる他の分野（脳神経外科学，整形外科学，精神神経科学，リハビリテーション

医学など）と連携した授業も行い，神経学について多面的な理解できるような工夫を凝らしている．相互学習/Q&Aの時間は，自

由に質問できる場として大いに活用してもらいたい。全講義終了後には多肢選択式の客観的試験と重要課題に対する論述問題を

課して習熟度を総合的に評価する。

■学習・教育目標及び到達目標

関連ディプローマポリシー

①医師になるために必要な医学の知識と技能を修得し、さらに日々向上に努めること。

②患者に対する思いやりと奉仕の精神、また、チームワークにおける協調精神を身につけること。

③プロフェッショナルとしての高い使命感と倫理観を持ち、人に愛され、人に信頼され、人に尊敬さされる医師を目指すこと。

関連教育アウトカム

①医学的知識

②診療の基本的技能

③医療の社会性の理解

キーワード

神経系、病態、技能、診断、治療

神経内科学教室では上記の教育アウトカムを達成するために学習・教育目標とその具体的な行動目標を示す．

医師として日常診療で遭遇する神経系疾患の患者さんに対応するために，神経疾患の基礎，臨床，社会医学にわたる知識とその

知識を生かした考え方を習得する．

１．神経診察を実践し，その神経生理学的意義，さらには解剖学的局在診断について理解する．

２．神経疾患の診断に必要な様々な臨床検査について理解する．

３．神経変性疾患の病態，発症機序，診断方法，治療，ケアについて理解する．

４．神経免疫性疾患の病態，発症機序，診断方法，治療，ケアについて理解する．

５．脳血管障害の病態，発症機序，診断方法，治療，慢性期管理について理解する．

６．認知症の病態，発症機序，診断方法，治療，ケア，社会的問題について理解する．

７．機能性疾患（一次性頭痛，てんかんなど）の病態，発症機序，診断方法，治療，ケア，社会的問題について理解する．

８．末梢神経・筋・脊髄疾患の多様な病態と診断，治療について理解する。

９．神経疾患の包括的ケア，社会的問題について理解する．

■成績評価方法および基準

論述式試験 60%

多肢選択式客観的試験 40%
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■試験・課題に対するフィードバック方法

講義中の小テストは結果，解説を学生ポータルに掲示します．

論述問題は試験終了後に解答例を示します．

多肢選択問題は問題の持ち帰りを許可します．

■教科書

[ISBN]9784254322705 『内科学』 (朝倉書店 : 2017)

[ISBN]9784260003056 『新臨床内科学』 (高久 史麿, 医学書院 : 2009)

[ISBN]9784890134625 『ポ ケット判 カラー 内科学』 (西村書店 : 2016)

[ISBN]9784524269983 『免疫性神経疾患ハンドブック』 (南江堂 : 2013)

■参考文献

[ISBN]9784254321906 『神経内科学書』 (朝倉書店 : 2004)

[ISBN]9780071802154 『Harrison's Principles of Internal Medicine 19/E (Vol.1 & Vol.2)』 (Anthony Fauci, Stephen

Hauser, Dan Longo, J. Jameson, Joseph Loscalzo Dennis Kasper, McGraw-Hill Professional : 2015)

[ISBN]9784525247980 『ベッドサイドの神経の診かた 改訂18版』 (田崎 義昭, 南山堂 : 2016)

■関連科目

脳神経外科学　整形外科学　精神神経科学　リハビリテーション医学

■授業評価アンケート実施方法

実施規程に準拠して行う。

■研究室・メールアドレス

研究棟5階 神経内科・shinnai@med.kindai.ac.jp

■オフィスアワー

月～金　9時～17時

■授業計画の内容及び時間外学修の内容・時間

題名（領域別） 概要

１．神経学の基本 関連する授業：神経内科総論，神経症候学（運動麻痺・感覚障害），失語/失認/失行，不随意運動の実際，腱

反射実習

２．神経疾患の臨床検査 関連する授業：神経生理検査

３．神経変性疾患 関連する授業：運動ニューロン疾患，Parkinson症候群，Parkinson病，進行期Parkinson病の問題点，事例

から学ぶ運動ニューロン病，小脳疾患-脊髄小脳変性症を中心に-

４．神経免疫疾患 関連する授業：重症筋無力症と傍腫瘍性神経症候群，神経系と免疫（基礎編，臨床編）

５．脳血管障害 関連する授業：急性期脳血管障害

６．認知症 関連する授業：認知症の神経科学

７．機能性神経疾患 関連する授業：てんかん，頭痛

８．末梢神経・筋・脊髄疾患関連する授業：末梢神経障害１，末梢神経障害２，筋疾患，脊髄疾患

９．神経疾患の包括ケア 関連する授業：神経感染症，他領域との連携が必要な神経疾患，地域包括ケアと神経難病，神経疾

患と遺伝，神経難病の在宅医療支援

予習内容：授業タイトルに対応する「教科書，参考文献」部分を読み、不明な語句について調べる。

予習時間：15分

復習内容：授業中に配布される資料などに書き込んだ内容を整理して、不明な部分を調べる。

復習時間：15分

■ホームページ

近畿大学医学部内科学講座神経内科部門　http://www.med.kindai.ac.jp/neuro/
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シラバス№： 1811900035

臨床各論Ⅴ脳神経外科学教室科目名　：

英文名　：

加藤　天美・大槻　俊輔・露口　尚弘・中野　直樹・内山　卓也・

中川　修宏・眞田　寧皓・奥田　武司・辻　潔・松本　真林・吉岡　宏真・

宮内　正晴・布川　知史・植嶋　利文・武友　保憲・中尾　雄三・

泉本　修一・埜中　正博・新山　一秀・小西　直毅

担当者　：

医学科開講学科：

180時間 開講期： 必修科目必修選択の別：開講年次：単　位　： 3年次

科目区分： 専門科目

備　考　：

■授業概要・方法等

授業は講義を主体としている。脳の構造、機能を解説し、その基礎的な事柄と臨床疾患が密接に連携していることを解説する。

脳卒中・脳腫瘍・機脳神経外科・脊髄疾患などの代表的な疾患に関する症候、診断の基礎を紹介する。よく理解できるようスラ

イドを工夫し、学習効果をあげるためのビデオも用いる。学生への明確な目標を提示する。授業内容の理解度を確認するため、

授業中での質問を適宜、実施する。救急疾患の代表的な脳卒中に対する体験学習を講義にとりあげる予定である。この講義を通

じて、臨床診断へのアプローチを学び、自主的な学習の重要性を強調する。全講義終了後には多肢選択式の客観的試験と重要課

題に対する記述式問題を課して習熟度を総合的に評価する。

■学習・教育目標及び到達目標

関連ディプロマポリシー

①プロフェッショナルとしての高い使命感と倫理観を持ち、人に愛され、人に信頼され、人に尊敬される医師を目指すこと。

②患者に対する思いやりと奉仕の精神、また、チームワークにおける協調精神を身につけること。

③医師になるために必要な医学の知識と技能を習得し、さらに日々向上に努めること。

関連教育アウトカム

①倫理とプロフェッショナリズム

②医学的知識

③診療の基本的技能

キーワード

脳神経、病態、診断、治療

一般目標（GIO）

脳神経疾患を的確に診断し，治療計画を立案する能力を得るために，脳神経の構造と機能とともに各疾患の病態と鑑別診断を理

解し，治療法の実際とその選択基準を知る。

行動目標（SBOs）

1. 脳神経の解剖と機能を述べることができる。

2. 脳神経疾患の病態を、生理学的・病理学的に概説できる。

3. 脳神経疾患の症状について述べることができる。

4. 脳神経疾患の画像診断の種類とそれぞれの特徴について述べることができる。

5. 各種症候に対応した脳神経疾患の鑑別診断を説明できる。

6. 脳神経疾患に対する治療法の種類とその実際について説明できる。

7. 脳神経疾患患者の心理状態や精神的特性を理解し配慮できる。

■成績評価方法および基準

（Ａ）日々の授業での参画、貢献 20%

（Ｂ）多肢選択式客観的試験 40%

（Ｃ）記述式試験 40%

■試験・課題に対するフィードバック方法

試験終了後（試験期間終了後）に模範答案（印刷物）を配布します。
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■教科書

[ISBN]9784260028271 『標準脳神経外科学 第14版 (STANDARD TEXTBOOK)』 (児玉 南海雄, 医学書院 :

2017)[ISBN]9784830615443 『神経局在診断―その解剖、生理、臨床』 (Mathias B¨ahr, 文光堂 : 2016)

[ISBN]9784765316675 『脳神経外科学』 (金芳堂 : 2016)

[ISBN]9784765313162 『脳神経外科ハンドブック』 (マーク・S.グリーンバーグ, 金芳堂 : 2007)

■参考文献

[ISBN]9784896326864 『病気がみえる 〈vol.7〉 脳・神経 (Medical Disease:An Illustrated Reference)』 第2版 (メディッ

クメディア : 2017)

[ISBN]9784498028807 『臨床のための神経機能解剖学』 (後藤 文男, 中外医学社 : 1992)

[ISBN]9784765316484 『小児脳神経外科学』 (山崎麻美, 金芳堂 : 2015)

■関連科目

神経内科　精神神経科　リハビリテーション科　整形外科

■授業評価アンケート実施方法

実施規程に準拠して行う。

■研究室・メールアドレス

研究棟4階 脳神経外科・okuda@med.kindai.ac.jp

■オフィスアワー

月～金　9時～17時

■授業計画の内容及び時間外学修の内容・時間

第31回　内分泌　脳神経疾患に関わる内分泌異常について解説する。

第32回　先天奇形と水頭症　脳神経領域における先天奇形と水頭症について解説する。

第33回　機能的脳神経外科　認知症における脳神経外科の役割について解説する。

予習内容：講義タイトルから教科書等を用いて自己学習を行う。

予習時間：15分

復習内容：配布資料を中心に講義内容を復習する。

復習時間：15分

第1回  脳外科総論

脳神経外科の対象疾患の概要について解説する。

第2回  神経解剖　基礎と臨床

脳神経領域における解剖について基礎的内容から外科手術に必要な知識を解説する。

第3回  脳神経機能　基礎と臨床

脳神経機能に関して基礎的内容から臨床に必要な知識を解説する。

第4回  頭蓋内圧亢進・意識障害・脳死

頭蓋内圧を構成する要素について説明し、この頭蓋内圧亢進によって生じる意識障害のメカニズムと関連する脳死に関して解説

する。

第5回  神経画像診断総論

神経画像に頻用される画像診断技術や機器、特徴について解説する。

第6回  脳循環・脳虚血

脳循環のメカニズムを説明し、虚血によって生じる病態について解説する。

第7回  脳卒中について

代表的救急疾患である脳卒中について概説する。

第8回  脳動脈瘤・くも膜下出血

脳動脈瘤、くも膜下出血の疫学から治療方法について解説する。

第9回  AVM・もやもや病

AVM・もやもや病の病態から治療方法について解説する。

第10回  閉塞性脳血管障害

閉塞性脳血管障害の分類から治療選択について解説する。

第11回  神経眼科

脳神経疾患によって生じる眼科的異常のメカニズムから特徴について解説する。
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第11回  神経眼科

脳神経疾患によって生じる眼科的異常のメカニズムから特徴について解説する。

第12回  神経画像診断各論

脳神経領域の各疾患のおける画像診断について解説する。

第13回  地域医療：地域医療における脳神経外科

地域医療における脳神経外科の役割について解説する。

第14回  神経膠腫

神経膠腫の病態から治療方法について解説する。

第15回  転移性脳腫瘍

転移性脳腫瘍の病態から治療方法について解説する。

形成的評価：CBT演習

前半の中心的講義内容であった脳血管障害について形成的評価を行う予定である。

第16回  脳腫瘍（胚細胞腫など）

発生頻度は低いが重要な脳腫瘍について解説する。

第17回  臨床推論・問題解決：症候から学ぶ脳卒中

脳卒中の診断から治療における過程について学ぶ。

第18回  機能的脳外科

機能的脳外科の対象疾患から治療方法について解説する。

第19回  脳血管内治療

脳神経外科領域における脳血管内治療について解説する。

第20回  パーキンソン病と機能外科

パーキンソン病に対する外科的治療について解説する。

第21回  てんかん外科

てんかんに対する外科的治療について解説する。

第22回  神経鞘腫そのほか

神経鞘腫の病態から治療方法について解説する。

第23回  髄膜腫

髄膜腫の病態から治療方法について解説する。

第24回  脊髄腫瘍

脊髄腫瘍の病態から治療方法について解説する。

第25回  脳卒中の病態・症候

脳卒中の病態・症候について解説する。

第26回  脳卒中の画像診断

脳卒中の画像診断について解説する。

第27回  地域医療：脳卒中と地域連携

脳卒中医療に関する地域連携の役割について解説する。

第28回  特殊な血管障害（硬膜動静脈奇形）

頻度は低いが重要な脳血管障害について解説する。

第29回  下垂体腺腫/頭蓋咽頭腫

下垂体腺腫/頭蓋咽頭腫の病態から治療方法について解説する。

第30回  脳神経外科外傷

頭部外傷を中心に脳神経外科領域における外傷性疾患について解説する。

■ホームページ

近畿大学医学部脳神経外科　http://www.med.kindai.ac.jp/nouge/
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シラバス№： 1811900039

臨床各論Ⅵ産科婦人科学科目名　：

英文名　：

松村 謙臣・辻　勲・鈴木　彩子・中井　英勝・小谷　泰史・髙矢　寿光・

村上　幸祐・葉　宜慧・貫戸　明子

担当者　：

医学科開講学科：

90時間 開講期： 必修科目必修選択の別：開講年次：単　位　： 3年次

科目区分： 専門科目

備　考　：

■授業概要・方法等

授業は講義が主体である．国家試験出題問題を分析し，必須知識と思われる内容に重点をおいた講義内容となっている．女性生

殖器の構造と発生，機能を解説したうえで，妊娠期，分娩期，産褥期（周産期）における生理と病態を解説する．周産期におけ

るさまざまな病態を理解には，正常の理解が大切であるため，基本的なことを複数回にわたって講義し，よく理解できるよう配

布資料を工夫している．各講義毎に，講義内容に沿った国家試験問題を解かせ，理解を深める．またシミュレーション室での婦

人科診察実習，分娩介助実習で実際の手技を学ぶ機会を設けている．学生からの質問は随時受け付けるが，オフィスアワーを週

に1回設けるので，自由に質問してもらいたい．UNIT終了後に総括的評価のための本試験（MCQ問題）を実施し，カリキュラム

の習熟度を評価する．

■学習・教育目標及び到達目標

一般目標（GIOs）

女性生殖器の構造と発生を理解し，周産期医学の正常を理解する．その上で異常の病態を理解し，適切な治療法の実際と選択基

準を習得する．

行動目標（SBOs）

１．女性生殖器の構造と脈管支配，発生と性分化について説明できる．

２．正常妊娠の経過とその管理について説明できる．

３．正常分娩の経過とその管理について説明できる．

４．異常妊娠，妊娠偶発合併症の経過とその管理について説明できる．

５．異常分娩の経過とその管理について説明できる．

６．胎児の発育の正常と異常，その評価法を説明できる．

７．産科救急疾患の診断とその取り扱いを説明できる．

８．産科手術と麻酔法につき説明できる．

９．産褥の正常と異常を説明できる．

１０．産科診察法，分娩介助につき説明できる．

これらの目標は本学の教育アウトカム「医学的知識」に関連している。また、ディプロマポリシーの「医師に必要な基礎的知

識・技能の修得」につながっている。

■成績評価方法および基準

講義・シミュレーション室での実習の取り組み 30%

定期試験（MCQ問題） 70%

■試験・課題に対するフィードバック方法

試験終了後（試験期間終了後）に「試験の解答」を配布します

■教科書

[ISBN]9784758312202 『プリンシプル産科婦人科学 2 産科編』 (武谷雄二, メジカルビュー社 : 2014)

[ISBN]9784525330927 『これならわかる産科学―学生から研修医までをトータルサポート』 (南山堂 : 2010)

[ISBN]9784260011273 『標準産科婦人科学 (標準医学シリーズ)』 (医学書院 : 2011)

■参考文献

適宜授業時に紹介する

■関連科目

小児科学　小児外科学
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■授業評価アンケート実施方法

実施規定に準拠して行う

■研究室・メールアドレス

研究棟1階 産婦人科・sanfu@med.kindai.ac.jp

■オフィスアワー

木曜日　14時～17時

■授業計画の内容及び時間外学修の内容・時間

総論1：女性性器の構造

女性性器の構造と脈管支配について講義する

総論2：性分化と女性性器の発生

女性性器の発生と性分化について講義する

総論3：妊娠母体の生理

妊娠がもたらす母体の生理的変化について講義する

総論4：胎児・胎盤の発育と生理

胎児；胎盤の発育過程について講義する

総論5：女性の性機能

女性性器の発生と性分化にもとづく性機能について講義する

各論1：月経

女性の性周期，月経について講義する

各論2：正常妊娠時の母体管理

正常妊娠時の母体の変化，経過，その管理について講義する

各論3：正常妊娠時の胎児管理

正常妊娠時の胎児の成長やその評価法，管理について講義する

各論4：正常分娩の管理（１）（２）

正常分娩の経過，管理について講義する

各論5：流産・早産・異所性妊娠・子宮内胎児死亡

産，早産の定義やその経過，管理法について講義する．

また異所性妊娠の診断や治療法，子宮内胎児死亡の診断や管理法について講義する

各論6：妊娠高血圧症候群・常位胎盤早期剥離・前置胎盤

産科救急の主な疾患である妊娠高血圧症候群，常位胎盤早期剥離，前置胎盤について，その診断や管理法，治療法について講義

する

各論7：多胎妊娠

多胎妊娠の診断，管理法，起こりうる合併症と治療法について講義する

各論8：合併症妊娠（１）（２）

合併症妊娠の診断，管理，治療法について講義する

各論9：胎児評価法

正常および異常胎児の評価法とその対応について講義する

各論10：異常分娩（１）（２）

異常分娩の診断，管理，治療法について講義する

各論11：胎児の発育と異常（１）（２）

胎児発育の正常と異常の診断，管理法について講義する

各論12：産科麻酔・無痛分娩

産科麻酔，特に無痛分娩の方法と管理について講義する

各論13：産褥の管理と異常

産褥の正常と異常，その診断と治療法について講義する

各論14：産科救急・危機的出血への対応

産科救急，特に危機的出血の診断，対応，治療および管理法について講義する

各論15：新生児蘇生法

出生直後に蘇生が必要な新生児の診断法と蘇生法について講義する

各論16：妊娠中に行われる手術・胎児治療

妊娠，分娩中に行われる手術，また胎児治療のために行われる手術について講義する

各論17：母子保健法

母子保健法について講義する

各論18：分娩誘発法・遂娩術

分娩誘発，遂娩の方法と起こりうる合併症について講義する

実習1：産科診察法

産科診察の手順と方法を講義し，経験する

実習2：分娩介助法

分娩介助の手順と方法を講義し，経験する

産科クリニカルカンファレンス

実際の症例を通して，産科の診断法や管理法，治療法を講義する
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総論1：女性性器の構造

女性性器の構造と脈管支配について講義する

総論2：性分化と女性性器の発生

女性性器の発生と性分化について講義する

総論3：妊娠母体の生理

妊娠がもたらす母体の生理的変化について講義する

総論4：胎児・胎盤の発育と生理

胎児；胎盤の発育過程について講義する

総論5：女性の性機能

女性性器の発生と性分化にもとづく性機能について講義する

各論1：月経

女性の性周期，月経について講義する

各論2：正常妊娠時の母体管理

正常妊娠時の母体の変化，経過，その管理について講義する

各論3：正常妊娠時の胎児管理

正常妊娠時の胎児の成長やその評価法，管理について講義する

各論4：正常分娩の管理（１）（２）

正常分娩の経過，管理について講義する

各論5：流産・早産・異所性妊娠・子宮内胎児死亡

産，早産の定義やその経過，管理法について講義する．

また異所性妊娠の診断や治療法，子宮内胎児死亡の診断や管理法について講義する

各論6：妊娠高血圧症候群・常位胎盤早期剥離・前置胎盤

産科救急の主な疾患である妊娠高血圧症候群，常位胎盤早期剥離，前置胎盤について，その診断や管理法，治療法について講義

する

各論7：多胎妊娠

多胎妊娠の診断，管理法，起こりうる合併症と治療法について講義する

各論8：合併症妊娠（１）（２）

合併症妊娠の診断，管理，治療法について講義する

各論9：胎児評価法

正常および異常胎児の評価法とその対応について講義する

各論10：異常分娩（１）（２）

異常分娩の診断，管理，治療法について講義する

各論11：胎児の発育と異常（１）（２）

胎児発育の正常と異常の診断，管理法について講義する

各論12：産科麻酔・無痛分娩

産科麻酔，特に無痛分娩の方法と管理について講義する

各論13：産褥の管理と異常

産褥の正常と異常，その診断と治療法について講義する

各論14：産科救急・危機的出血への対応

産科救急，特に危機的出血の診断，対応，治療および管理法について講義する

各論15：新生児蘇生法

出生直後に蘇生が必要な新生児の診断法と蘇生法について講義する

各論16：妊娠中に行われる手術・胎児治療

妊娠，分娩中に行われる手術，また胎児治療のために行われる手術について講義する

各論17：母子保健法

母子保健法について講義する

各論18：分娩誘発法・遂娩術

分娩誘発，遂娩の方法と起こりうる合併症について講義する

実習1：産科診察法

産科診察の手順と方法を講義し，経験する

実習2：分娩介助法

分娩介助の手順と方法を講義し，経験する

産科クリニカルカンファレンス

実際の症例を通して，産科の診断法や管理法，治療法を講義する

■ホームページ

近畿大学医学部　産科婦人科学教室　http://www.med.kindai.ac.jp/gyne/
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シラバス№： 1811900040

臨床各論Ⅵ小児科学科目名　：

英文名　：

岡田　満・坂田　尚己・和田　紀久・杉本　圭相・井庭　慶典・竹村　豊・

宮崎　紘平・宮沢　朋生・南方　俊祐・丸谷　怜・小西　悠平・岡野　意浩

担当者　：

医学科開講学科：

90時間 開講期： 必修科目必修選択の別：開講年次：単　位　： 3年次

科目区分： 専門科目

備　考　：

■授業概要・方法等

関連ディプロマポリシー

医学部医学科の定めるディプロマポリシーにおける、医師に必要な小児科での基礎知識・小児科での技能修得が、講義および小

児シミュレーション実習にて身につくことができる。また、自ら問題を解決する積極的な態度の養成、豊かな人間性と高邁な倫

理観・責任感の養成を、医療倫理の学習法としてのクリッカーを用いても講義、およびTeam based Leraningによって、小児患

者・家族に対する思いやりと奉仕の精神またチームワークにおける協調精神を身につけることが可能でとなる。

1.医師になるために必要な医学の知識と技能を修得し、さらに日々向上に努めること。

5.チーム医療に必要な協調精神とコミュニケーション能力を身に着けること。

6.専門的職業人としての倫理観、自己規制力、責任感、使命感を身に着けること。

関連教育アウトカム

倫理とプロフェッショナリズム

医学的知識

診療の基本的技能

キーワード

成長・発達、シミュレーション実習、TBL、クリッカー

■学習・教育目標及び到達目標

教育アウトカムが達成できるように、発達小児コースでは、子どもの特性である正常な成長・発達を学び、子どもの心身両面の

発育を理解し、小児特有の疾患の特徴ならびにその他の問題・対応についても学習していく。

以下の目標は教育アウトカム「医学的知識」「倫理とプロフェッショナリズム」「医療の社会性の理解」に関与している。ま

た、ディプロマポリシーの「医師に必要な基礎的知識・技能の修得」「豊かな人間性と高邁な倫理観・責任感の養育」に関与し

ている。

子どもの正常な成長・発達を理解することができる。

新生児および子どもの基本的な診察を習得することができる。

正常な新生児と新生児特有な疾患について説明することができる。

子どもの特有の危険および乳幼児健診を理解することができる。

児童虐待の早期発見・応急措置について説明することができる。

新生児マススクリーニング検査について述べることができる。

主要な小児の消化器疾患の病態と症候を理解することができる。

小児の基本的な内分泌疾患の病態生理を理解するすることができる。

主な小児神経疾患の診断・病態・治療を述べることができる。

小児にみられる行動異常について理解することができる。

小児の主な発達障害の特性と診断・治療を理解することができる。

小児のプライマリ・ケアについて述べることができる。

小児の食事摂取、栄養生理、栄養の特徴を理解することができる。

小児の体液生理、電解質、酸塩基平衡を説明することができる。

小児にみられる各主要症候と病態生理を述べることができる。

小児の主な腎疾患について理解することができる。

小児の主な泌尿生殖器疾患について理解することができる。

小児に必要な医の倫理と移植の特殊性を説明することができる。

小児心疾患に必要な診断手順について理解することができる。

主な小児での不整脈について習得することができる。

小児呼吸器疾患と成人との違い、小児に多い呼吸器疾患について理解することができる。

主な染色体異常と遺伝カウンセリングを説明することができる。

小児救急の特性と年齢、重症度の判断を理解することができる。

主な先天性小児心疾患について述べることができる。

川崎病等の頻度高い小児心疾患について理解することができる。

小児の主な運動器疾患の病態について習得することができる。

主な小児膠原病・類縁疾患について理解することができる。

小児おける赤血球系、白血球系の異常および出血性疾患を理解することができる。

小児造血器腫瘍および固形腫瘍の特性と診断・治療の原則を理解することができる。

主なアレルギー疾患の診断・治療・対応を述べることができる。

小児気管支喘息の診断・治療・対応を説明することができる。

重症心身障害児の問題点を理解し、対応を習得することができる。

思春期の心と体の特性および健康問題を理解することができる。

小児の心身医学的問題について説明することができる。

小児の事故および傷害の対応について理解することができる。

小児特有の全身症状について説明することができる。

小児にみられる細菌感染症の病態・診断を理解することができる。

各年齢における免役能の特徴について習得することができる。

原発性免疫不全症を中心とした病態・診断を理解することができる。

小児に関連する外科疾患について理解することができる。

小児期のウイルス感染症の病態・診断について述べることができる。

学校感染症と予防接種について理解することができる。
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教育アウトカムが達成できるように、発達小児コースでは、子どもの特性である正常な成長・発達を学び、子どもの心身両面の

発育を理解し、小児特有の疾患の特徴ならびにその他の問題・対応についても学習していく。

以下の目標は教育アウトカム「医学的知識」「倫理とプロフェッショナリズム」「医療の社会性の理解」に関与している。ま

た、ディプロマポリシーの「医師に必要な基礎的知識・技能の修得」「豊かな人間性と高邁な倫理観・責任感の養育」に関与し

ている。

子どもの正常な成長・発達を理解することができる。

新生児および子どもの基本的な診察を習得することができる。

正常な新生児と新生児特有な疾患について説明することができる。

子どもの特有の危険および乳幼児健診を理解することができる。

児童虐待の早期発見・応急措置について説明することができる。

新生児マススクリーニング検査について述べることができる。

主要な小児の消化器疾患の病態と症候を理解することができる。

小児の基本的な内分泌疾患の病態生理を理解するすることができる。

主な小児神経疾患の診断・病態・治療を述べることができる。

小児にみられる行動異常について理解することができる。

小児の主な発達障害の特性と診断・治療を理解することができる。

小児のプライマリ・ケアについて述べることができる。

小児の食事摂取、栄養生理、栄養の特徴を理解することができる。

小児の体液生理、電解質、酸塩基平衡を説明することができる。

小児にみられる各主要症候と病態生理を述べることができる。

小児の主な腎疾患について理解することができる。

小児の主な泌尿生殖器疾患について理解することができる。

小児に必要な医の倫理と移植の特殊性を説明することができる。

小児心疾患に必要な診断手順について理解することができる。

主な小児での不整脈について習得することができる。

小児呼吸器疾患と成人との違い、小児に多い呼吸器疾患について理解することができる。

主な染色体異常と遺伝カウンセリングを説明することができる。

小児救急の特性と年齢、重症度の判断を理解することができる。

主な先天性小児心疾患について述べることができる。

川崎病等の頻度高い小児心疾患について理解することができる。

小児の主な運動器疾患の病態について習得することができる。

主な小児膠原病・類縁疾患について理解することができる。

小児おける赤血球系、白血球系の異常および出血性疾患を理解することができる。

小児造血器腫瘍および固形腫瘍の特性と診断・治療の原則を理解することができる。

主なアレルギー疾患の診断・治療・対応を述べることができる。

小児気管支喘息の診断・治療・対応を説明することができる。

重症心身障害児の問題点を理解し、対応を習得することができる。

思春期の心と体の特性および健康問題を理解することができる。

小児の心身医学的問題について説明することができる。

小児の事故および傷害の対応について理解することができる。

小児特有の全身症状について説明することができる。

小児にみられる細菌感染症の病態・診断を理解することができる。

各年齢における免役能の特徴について習得することができる。

原発性免疫不全症を中心とした病態・診断を理解することができる。

小児に関連する外科疾患について理解することができる。

小児期のウイルス感染症の病態・診断について述べることができる。

学校感染症と予防接種について理解することができる。

■成績評価方法および基準

コース試験（5肢選択問題50％、穴埋め問題50％） 80%

週末テスト（記述式試験） 20%

■試験・課題に対するフィードバック方法

コース試験終了後に「試験の要点と解説」を学生ポータルサイトに掲載します。

■教科書

[ISBN]9784521744865 『最新ガイドライン準拠 小児科診断・治療指針　改訂第2版』 (中山書店 : 2017）

■参考文献

[ISBN]9784758300667 『小児科学 (講義録)』 (メジカルビュー社 : 2008)

[ISBN]9784787814098 『小児科学・新生児学テキスト　第5版』 (診断と治療社 : 2007）

■関連科目

産婦人科　小児外科　救急医学

■授業評価アンケート実施方法

医学部規程に準拠して行う。

また、小児科独自の授業評価アンケートを実施する。

■研究室・メールアドレス

研究棟3階 小児科医局・shounika@med.kindai.ac.jp

■オフィスアワー

各授業終了後に。　火曜　PM5時30分～6時

■授業計画の内容及び時間外学修の内容・時間

医療倫理：染色体異常と遺伝相談

染色体異常症と遺伝カウンセリングの基礎について

新生児疾患

正常新生児の生理と主な新生児疾患について

子どもに対するたばこ・アルコール・薬物

子どもに対してのたばこ・アルコール・薬物の影響について

成長・発達

成長と発達に影響する因子や異常について

小児の診察

小児に特有な診察法および実践について

医療社会：身の回りの危険と乳幼児健診

身の回りの危険性と乳幼児の健康調査について

医療社会：児童虐待

児童虐待における適切な対応について

マススクリーニング検査

マススクリーニング対象疾患、方法、対応について

先天代謝性疾患

先天代謝疾患の診断・症状・管理について

統合授業：小児の主要症候と病態生理

小児の年齢ごとでの主要症候の意味と病態生理との関係について

小児消化器疾患

小児に高頻度な消化器疾患の特徴と治療について

小児科シミュレーション実習

小児科に必要な診療手技について

小児内分泌疾患

主な小児内分泌疾患の診断・管理について

小児神経疾患

小児神経疾患での検査・治療計画・指導について

行動異常

小児での主な行動異常の基本について

発達障害

小児特有な発達障害の基礎について

小児の栄養

小児の栄養障害の診断および母乳とミルクの差異について

水電解質・脱水症

小児の電解質異常、脱水症に対する治療法等について

小児腎疾患

主な小児腎疾患の診断と治療について

小児泌尿生殖器疾患

主な小児腎尿路・生殖器疾患の診断と治療について

医療倫理：こどもの人権と小児脳死移植

小児特有な医の倫理および小児脳死移植について

子どもへの環境障害

小児を取り囲む環境の重要性を理解し、より良い環境づくりについて

小児呼吸器疾患

小児での主な呼吸器疾患の原因・診断・治療について

先天性心疾患

先手性心疾患の診断・治療・予後などについて

小児の後天性心疾患

川崎病を含む小児での後天性心疾患の診断・治療について

小児運動器疾患

小児運動器疾患、特に筋疾患について

家庭医学：小児の家庭医療

小児家庭医学および家庭医療での診療について

小児膠原病・類縁疾患

小児での主な膠原病・類縁疾患の病態・診断について

小児血液疾患

造血系の発生・発達および異常の病態について

小児造血器・固形腫瘍

小児造血器腫瘍での集学的治療、主要な小児固形腫瘍の好発時期・頻度・疫学について

Team Based Learning（TBL）

チームごとによる医療倫理に係る協働学習について

小児アレルギー総論

食物アレルギーなどの小児アレルギー疾患について

小児気管支喘息

小児気管支喘息での実際の対応について

重症心身障害児

重症心身障害児の社会的な問題などについて

医療心理：思春期医学

主な思春期の健康問題の理解・診断・対応について

医療心理：小児心身症

主な小児心身症に対する診断・対応について

小児救急と事故

主な小児での救急疾患の特性について

小児感染症総論

小児おける細菌・ウイルス感染について

小児細菌感染症

小児での臓器別での細菌感染症について

生体防御・免疫

免疫系の発達・機能・役割などについて

免疫不全症・免疫異常症

主な免疫不全症・免疫異常症について

小児外科疾患

主な小児特有な外科疾患について

小児ウイルス感染症

小児おける全身性感染を起こウイルス症などについて

医療社会：学校感染症とワクチン

感染症の予防および感染症の制御について

予習内容：各授業において、内科等で学んだ事柄を事前学習として確認しておく。

予習時間：15分

復習内容：週末試験を行うため、各授業の復習を毎日行い、知識の定着を進める。

復習時間：30分
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医療倫理：染色体異常と遺伝相談

染色体異常症と遺伝カウンセリングの基礎について

新生児疾患

正常新生児の生理と主な新生児疾患について

子どもに対するたばこ・アルコール・薬物

子どもに対してのたばこ・アルコール・薬物の影響について

成長・発達

成長と発達に影響する因子や異常について

小児の診察

小児に特有な診察法および実践について

医療社会：身の回りの危険と乳幼児健診

身の回りの危険性と乳幼児の健康調査について

医療社会：児童虐待

児童虐待における適切な対応について

マススクリーニング検査

マススクリーニング対象疾患、方法、対応について

先天代謝性疾患

先天代謝疾患の診断・症状・管理について

統合授業：小児の主要症候と病態生理

小児の年齢ごとでの主要症候の意味と病態生理との関係について

小児消化器疾患

小児に高頻度な消化器疾患の特徴と治療について

小児科シミュレーション実習

小児科に必要な診療手技について

小児内分泌疾患

主な小児内分泌疾患の診断・管理について

小児神経疾患

小児神経疾患での検査・治療計画・指導について

行動異常

小児での主な行動異常の基本について

発達障害

小児特有な発達障害の基礎について

小児の栄養

小児の栄養障害の診断および母乳とミルクの差異について

水電解質・脱水症

小児の電解質異常、脱水症に対する治療法等について

小児腎疾患

主な小児腎疾患の診断と治療について

小児泌尿生殖器疾患

主な小児腎尿路・生殖器疾患の診断と治療について

医療倫理：こどもの人権と小児脳死移植

小児特有な医の倫理および小児脳死移植について

子どもへの環境障害

小児を取り囲む環境の重要性を理解し、より良い環境づくりについて

小児呼吸器疾患

小児での主な呼吸器疾患の原因・診断・治療について

先天性心疾患

先手性心疾患の診断・治療・予後などについて

小児の後天性心疾患

川崎病を含む小児での後天性心疾患の診断・治療について

小児運動器疾患

小児運動器疾患、特に筋疾患について

家庭医学：小児の家庭医療

小児家庭医学および家庭医療での診療について

小児膠原病・類縁疾患

小児での主な膠原病・類縁疾患の病態・診断について

小児血液疾患

造血系の発生・発達および異常の病態について

小児造血器・固形腫瘍

小児造血器腫瘍での集学的治療、主要な小児固形腫瘍の好発時期・頻度・疫学について

Team Based Learning（TBL）

チームごとによる医療倫理に係る協働学習について

小児アレルギー総論

食物アレルギーなどの小児アレルギー疾患について

小児気管支喘息

小児気管支喘息での実際の対応について

重症心身障害児

重症心身障害児の社会的な問題などについて

医療心理：思春期医学

主な思春期の健康問題の理解・診断・対応について

医療心理：小児心身症

主な小児心身症に対する診断・対応について

小児救急と事故

主な小児での救急疾患の特性について

小児感染症総論

小児おける細菌・ウイルス感染について

小児細菌感染症

小児での臓器別での細菌感染症について

生体防御・免疫

免疫系の発達・機能・役割などについて

免疫不全症・免疫異常症

主な免疫不全症・免疫異常症について

小児外科疾患

主な小児特有な外科疾患について

小児ウイルス感染症

小児おける全身性感染を起こウイルス症などについて

医療社会：学校感染症とワクチン

感染症の予防および感染症の制御について

予習内容：各授業において、内科等で学んだ事柄を事前学習として確認しておく。

予習時間：15分

復習内容：週末試験を行うため、各授業の復習を毎日行い、知識の定着を進める。

復習時間：30分
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医療倫理：染色体異常と遺伝相談

染色体異常症と遺伝カウンセリングの基礎について

新生児疾患

正常新生児の生理と主な新生児疾患について

子どもに対するたばこ・アルコール・薬物

子どもに対してのたばこ・アルコール・薬物の影響について

成長・発達

成長と発達に影響する因子や異常について

小児の診察

小児に特有な診察法および実践について

医療社会：身の回りの危険と乳幼児健診

身の回りの危険性と乳幼児の健康調査について

医療社会：児童虐待

児童虐待における適切な対応について

マススクリーニング検査

マススクリーニング対象疾患、方法、対応について

先天代謝性疾患

先天代謝疾患の診断・症状・管理について

統合授業：小児の主要症候と病態生理

小児の年齢ごとでの主要症候の意味と病態生理との関係について

小児消化器疾患

小児に高頻度な消化器疾患の特徴と治療について

小児科シミュレーション実習

小児科に必要な診療手技について

小児内分泌疾患

主な小児内分泌疾患の診断・管理について

小児神経疾患

小児神経疾患での検査・治療計画・指導について

行動異常

小児での主な行動異常の基本について

発達障害

小児特有な発達障害の基礎について

小児の栄養

小児の栄養障害の診断および母乳とミルクの差異について

水電解質・脱水症

小児の電解質異常、脱水症に対する治療法等について

小児腎疾患

主な小児腎疾患の診断と治療について

小児泌尿生殖器疾患

主な小児腎尿路・生殖器疾患の診断と治療について

医療倫理：こどもの人権と小児脳死移植

小児特有な医の倫理および小児脳死移植について

子どもへの環境障害

小児を取り囲む環境の重要性を理解し、より良い環境づくりについて

小児呼吸器疾患

小児での主な呼吸器疾患の原因・診断・治療について

先天性心疾患

先手性心疾患の診断・治療・予後などについて

小児の後天性心疾患

川崎病を含む小児での後天性心疾患の診断・治療について

小児運動器疾患

小児運動器疾患、特に筋疾患について

家庭医学：小児の家庭医療

小児家庭医学および家庭医療での診療について

小児膠原病・類縁疾患

小児での主な膠原病・類縁疾患の病態・診断について

小児血液疾患

造血系の発生・発達および異常の病態について

小児造血器・固形腫瘍

小児造血器腫瘍での集学的治療、主要な小児固形腫瘍の好発時期・頻度・疫学について

Team Based Learning（TBL）

チームごとによる医療倫理に係る協働学習について

小児アレルギー総論

食物アレルギーなどの小児アレルギー疾患について

小児気管支喘息

小児気管支喘息での実際の対応について

重症心身障害児

重症心身障害児の社会的な問題などについて

医療心理：思春期医学

主な思春期の健康問題の理解・診断・対応について

医療心理：小児心身症

主な小児心身症に対する診断・対応について

小児救急と事故

主な小児での救急疾患の特性について

小児感染症総論

小児おける細菌・ウイルス感染について

小児細菌感染症

小児での臓器別での細菌感染症について

生体防御・免疫

免疫系の発達・機能・役割などについて

免疫不全症・免疫異常症

主な免疫不全症・免疫異常症について

小児外科疾患

主な小児特有な外科疾患について

小児ウイルス感染症

小児おける全身性感染を起こウイルス症などについて

医療社会：学校感染症とワクチン

感染症の予防および感染症の制御について

予習内容：各授業において、内科等で学んだ事柄を事前学習として確認しておく。

予習時間：15分

復習内容：週末試験を行うため、各授業の復習を毎日行い、知識の定着を進める。

復習時間：30分

第1回  小児科シミュレーション実習

予習内容：事前学習として、学生ポータルにアップされている教材を視聴してくること。

予習時間：20分

小児科シミュレーション実習は反転授業形式で行っており、必ず事前学習を行ってくること。学生ポータルにアップされている

ビデオを視聴して来ないと、スムーズに実習に参加することが難しい場合がある。

■ホームページ

近畿大学医学部小児科学教室　http://www.kindai-pedi.jp/
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シラバス№： 1811900060

臨床各論Ⅶ（救急医学）科目名　：

英文名　：

北澤　康秀・村尾　佳則・重岡　宏典・植嶋　利文・丸山　克之・

上田　敬博・松島　知秀・布川　知史・木村　貴明・横山　恵一・

太田　育夫・中尾　隆美・石部　琢也・豊田　甲子男・一ノ橋　紘平・

高慶　承史

担当者　：

医学科開講学科：

90時間 開講期： 必修科目必修選択の別：開講年次：単　位　： 4年次

科目区分： 専門科目

備　考　：

■授業概要・方法等

救急医学で修得すべき要点は以下の2つである。第一に、救急診療に特異的な病態を理解することである。重症外傷は、軽微な外

傷とは異なり、全身的なケアが求められる病態を呈する。広範囲熱傷の患者は、日常的な小さな範囲の熱傷では見られない反応

を呈する。これらの病態理解は救急医学の学習の中でも特に重要である。第二の要点は、救急診療の特徴的なストラテジーを理

解することである。特に救急初療では、かならずしも確定診断にこだわらず、限られた情報の中で、緊急度、重症度に応じた診

療を展開する必要がある。このような考え方は、救急医療ニーズがきわめて増大する災害時には、特に重要である。また、この

ような考え方は、あらゆる医師に基本的に求められる素養であり、患者が困っているときに、的確に救急医療ニーズに答えられ

る医師となるためには必須である。

■学習・教育目標及び到達目標

一般目標（GIOs）

救急患者の病態を適切に把握して、論理的にアプローチすることをめざし、すべての医師に基本的に求められる素養としての救

急診療の考え方を学ぶ。特に、重症外傷、広範囲熱傷、急性中毒、ショックなどの病態を理解して、重症患者管理の基礎を学ぶ

とともに、救急医学による病態研究や疫学的アプローチを知る。救急初療の戦略にもとづく診療の進め方を理解して、救急医療

ニーズに答えられる医師をめざすとともに、いざという時には救急蘇生に参画できるようになる。また、災害時の医療には、何

が求められるかを理解して、災害医学の基礎を学ぶ。

行動目標（SBOs）

　１．地域医療における救急医療の重要性をのべ、救急患者のレジストリと疫学的アプローチの意義を説明する。

　２．救急診療における臨床疫学的アプローチや鑑別診断の重要性を述べる。

　３．救急初療の組み立てをシミュレートできる。

　４．救急医学領域での英語表現に習熟する。

　５．救急蘇生ガイドラインにもとづき救命処置の組み立てができる。

　６．侵襲を受けた患者の病態をのべる。

　７．重症外傷にともなう病態を説明できる。

　８．多発外傷における重症度と緊急度の重要性をのべ、治療の優先順位を説明できる。

　９．外傷にともなうショックの原因を列挙して、その病態を説明できる。

１０．外傷にともなう筋骨格系の損傷と診療の戦略を説明できる。

１１．意識レベルの評価ができ意識障害を呈する病態にアプローチする戦略を述べることができる。

１２．胸腹部外傷の手術適応とダメージコントロールサージェリーの概念を説明できる。

１３．広範囲熱傷の病態生理と治療戦略を述べることができる。

１４．破傷風、ガス壊疽を含む救急領域での感染症の特徴をのべることができる。

１５．主な急性中毒の診断・治療の方針を説明できる。

１６．脳死判定と臓器提供の概要について説明できる。

１７．災害時のトリアージについて説明でき災害医療の考え方を概説できる。

これらの目標は本学の教育アウトカムの「医学的知識」「医療の社会性の理解」「課題解決能力と医学研究への連結」に関与し

ている。またディプロマポリシーの「医師に必要な基礎的知識・技能の修得」「自ら問題を解決する積極的な態度の養成」に関

与している。

関連ディプロマポリシー

①医療プロフェッショナルとしての高い使命感と倫理観を持ち、人に愛され、人に信頼され、人に尊敬される医師を目指すこ

と。

②患者に対する思いやりと奉仕の精神、また、チームワークのための協調精神を身につけること。

③医師になるために必要な医学の知識と技能を習得し、進歩し更新されていく最新の医療知見を取り入れ活用するために日々向

上に努めること。

関連教育アウトカム

①倫理とプロフェッショナリズム

②医学的知識

③診療の基本的技能
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一般目標（GIOs）

救急患者の病態を適切に把握して、論理的にアプローチすることをめざし、すべての医師に基本的に求められる素養としての救

急診療の考え方を学ぶ。特に、重症外傷、広範囲熱傷、急性中毒、ショックなどの病態を理解して、重症患者管理の基礎を学ぶ

とともに、救急医学による病態研究や疫学的アプローチを知る。救急初療の戦略にもとづく診療の進め方を理解して、救急医療

ニーズに答えられる医師をめざすとともに、いざという時には救急蘇生に参画できるようになる。また、災害時の医療には、何

が求められるかを理解して、災害医学の基礎を学ぶ。

行動目標（SBOs）

　１．地域医療における救急医療の重要性をのべ、救急患者のレジストリと疫学的アプローチの意義を説明する。

　２．救急診療における臨床疫学的アプローチや鑑別診断の重要性を述べる。

　３．救急初療の組み立てをシミュレートできる。

　４．救急医学領域での英語表現に習熟する。

　５．救急蘇生ガイドラインにもとづき救命処置の組み立てができる。

　６．侵襲を受けた患者の病態をのべる。

　７．重症外傷にともなう病態を説明できる。

　８．多発外傷における重症度と緊急度の重要性をのべ、治療の優先順位を説明できる。

　９．外傷にともなうショックの原因を列挙して、その病態を説明できる。

１０．外傷にともなう筋骨格系の損傷と診療の戦略を説明できる。

１１．意識レベルの評価ができ意識障害を呈する病態にアプローチする戦略を述べることができる。

１２．胸腹部外傷の手術適応とダメージコントロールサージェリーの概念を説明できる。

１３．広範囲熱傷の病態生理と治療戦略を述べることができる。

１４．破傷風、ガス壊疽を含む救急領域での感染症の特徴をのべることができる。

１５．主な急性中毒の診断・治療の方針を説明できる。

１６．脳死判定と臓器提供の概要について説明できる。

１７．災害時のトリアージについて説明でき災害医療の考え方を概説できる。

これらの目標は本学の教育アウトカムの「医学的知識」「医療の社会性の理解」「課題解決能力と医学研究への連結」に関与し

ている。またディプロマポリシーの「医師に必要な基礎的知識・技能の修得」「自ら問題を解決する積極的な態度の養成」に関

与している。

関連ディプロマポリシー

①医療プロフェッショナルとしての高い使命感と倫理観を持ち、人に愛され、人に信頼され、人に尊敬される医師を目指すこ

と。

②患者に対する思いやりと奉仕の精神、また、チームワークのための協調精神を身につけること。

③医師になるために必要な医学の知識と技能を習得し、進歩し更新されていく最新の医療知見を取り入れ活用するために日々向

上に努めること。

関連教育アウトカム

①倫理とプロフェッショナリズム

②医学的知識

③診療の基本的技能

■成績評価方法および基準

本試験(救急医学に関する基本概念、症例に基づく具体的な基本知識等を評価する） 100%

■試験・課題に対するフィードバック方法

講義の復習が試験となり、フィードバックが得られるように組み立てている。

■教科書

[ISBN]9784260017558 『標準救急医学 第5版 (Standard textbook)』 (日本救急医学会, 医学書院 : 2013)

■参考文献

[ISBN]9784892697258 『救急診療指針』 (へるす出版 : 2011)

[ISBN]9784260025089 『JRC蘇生ガイドライン2015』 (医学書院 : 2016)

■関連科目

麻酔科学

■授業評価アンケート実施方法

実施規程に準拠して行う。

■研究室・メールアドレス

救急災害センター2階 救急医学・er99@med.kindai.ac.jp

■オフィスアワー

授業期間中の月、金曜　PM5-6時

■授業計画の内容及び時間外学修の内容・時間

第1回  高齢化社会と救急医療

予習内容：高齢化における救急医療の特徴

予習時間：10分

復習内容：高齢化における救急医療の課題を理解する

復習時間：30分

高齢化社会に伴う救急医療の環境の変化と問題点・課題について解説する。高齢化社会により医療機関での救急医療で生じる問

題点は何か、それを解決するためにはどうすべきかを講義する。また同じくプレホスピタルにおいても高齢化によって生じる問

題点・課題点を理解し、その方策には何が必要かを講義する。

第2回  救急医療制度とプレホスピタル

予習内容：初期・二次・三次救急医療機関について理解しておく

予習時間：10分

復習内容：救急医療体制とプレホスピタル実態について理解できる。

復習時間：30分

我が国における救急医療体制とプレホスピタル（病院前救護）について沿革及び実態を解説する。初期・二次・三次救急医療機

関について理解する。プレホスピタルにおける救急救命士への医行為の拡大、医師の病院外診療について理解する。

第3回  心肺蘇生

予習内容：新しいガイドラインについて最低限の概要だけでも知識として学習してください。 「JRC蘇生ガイドライン2015オン

ライン版」とネットでググったら調べることができます。

予習時間：20分

復習内容：当日配布した資料や上記の「JRC蘇生ガイドライン2015オンライン版」を見直して最低限の知識は復習してくださ

い。

復習時間：20分

2学年時にシミュレーションセンターで一次救命処置の実習を皆さんと行いましたが内容は覚えているでしょうか？　本講義では

心肺蘇生についての科学的根拠や理論に始まり、国際蘇生ガイドラインに基づいて、乳児から小児・成人についての一次救命処

置・2次救命処置・蘇生後の集中治療に至るまで奥深く理解していただける最先端の授業を展開します。
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予習内容：新しいガイドラインについて最低限の概要だけでも知識として学習してください。 「JRC蘇生ガイドライン2015オン

ライン版」とネットでググったら調べることができます。

予習時間：20分

復習内容：当日配布した資料や上記の「JRC蘇生ガイドライン2015オンライン版」を見直して最低限の知識は復習してくださ

い。

復習時間：20分

2学年時にシミュレーションセンターで一次救命処置の実習を皆さんと行いましたが内容は覚えているでしょうか？　本講義では

心肺蘇生についての科学的根拠や理論に始まり、国際蘇生ガイドラインに基づいて、乳児から小児・成人についての一次救命処

置・2次救命処置・蘇生後の集中治療に至るまで奥深く理解していただける最先端の授業を展開します。

第4回  熱傷の診断と治療

予習内容：皮膚の構造を理解しておく

予習時間：10分

復習内容：範囲と深度を評価できるようになる

復習時間：30分

熱傷範囲や深度を評価する方法を解説する。広範囲熱傷における全身管理の方法や局所治療を解説する。

第5回  特殊感染症

予習内容：破傷風の予防法に関して

予習時間：10分

復習内容：軟部組織感染症の治療法

復習時間：30分

破傷風の病期分類とその症状を理解し、診断・治療を解説する．軟部組織感染症の種類とその治療法について解説する．バイオ

テロ関連感染症について解説する

第6回  敗血症の病態と治療戦略

予習内容：ショックを病態に応じて4つに分類できる

予習時間：10分

復習内容：敗血症性ショックの治療戦略と、敗血症の新定義の理解

復習時間：20分

敗血症・敗血症性ショックの病態と治療戦略について、適切な判断ができるように抗議を行う。また、2016年に改訂された敗血

症の新定義「敗血症および敗血症性ショックの国際コンセンサス定義第3版（Sepsis-3）」についても解説する。

第7回  環境障害

予習内容：高温環境、低温環境、高気圧環境とはどのような状況か

予習時間：30分

復習内容：種々の環境障害の発生機序と病態の理解

復習時間：30分

ヒトは高温環境や低温環境、高気圧環境などの状況に置かれたとき、種々の反応を呈し、種々の症状が発症する。このような一

連の病態を環境障害と呼ぶ。この環境障害について、発症機序や病態、治療法などを概説する。

第8回  災害医学

予習内容：災害とは？

予習時間：5分

復習内容：災害における医療体制について

復習時間：20分

災害とは「突然発生した異常な自然現象や人為的な行為により人間の社会生活や生命と健康に受ける被害」と定義されている。

今現在日本において南海・東南海トラフ地震などの自然災害および東京オリンピック開催などによるテロ行為など災害が起きう

るイベントがある。そのような事象が起きた際に迅速に提供すべき医療「災害医療」について学びたい

第9回  脳死と臓器移植

予習内容：脳死と法律

予習時間：10分

復習内容：脳死の国試問題

復習時間：10分

「脳死は人の死である」日本で脳死移植を前提にした脳死が認められるようになったのは1997年でる。その後日本において臓器

移植を前提にした脳死判定は部位、年齢などを拡大されながら現在も施行されている。ここでは脳死の病態、判定方法、臓器移

植法と提供方法などを学びたい。

第10回  頭部外傷の診断と治療

予習内容：意識障害の重症度、頭部外傷によっておこる疾患について

予習時間：10分

復習内容：頭部外傷の診断と治療と周術期管理

復習時間：30分

頭部外傷を負った傷病者が搬送されてきたときの診察と初期治療の進め方、各種機器を使用して診断を行い、病態によっての治

療方法を選択すること、周術期管理について講義を行う。

第11回  胸部外傷の診断と治療

予習内容： 胸郭および胸郭内臓器（心臓、大血管、気管支、肺）の解剖学を復習しておいてください

予習時間：30分

復習内容：国家試験においても頻出項目である心タンポナーデ、フレイル・チェスト、緊張性気胸を中心に病態生理に基づく、

診断・治療の理解を深めてください。

復習時間：60分

胸部には呼吸・循環維持のために重要な臓器が存在するため、胸部外傷は適切かつ迅速な処置を行わなければ、死に至る緊急度

の高い病態である。実際に外傷による死亡の約25％が胸部外傷によるものであると言われています。

胸郭および胸郭内臓器（心臓、大血管、気管支、肺）の解剖・生理学的知識を基にして胸部外傷の機序を解説し、以下の主な胸

部外傷について診断・治療を講義します。

外傷性大動脈破裂（解離を含む）、鈍的心損傷、心タンポナーデ、肋骨骨折（胸郭動揺（フレイル・チェスト）を含む）、血気

胸（開放性気胸，緊張性気胸を含む）、肺挫傷（気管支損傷を含む）
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予習内容： 胸郭および胸郭内臓器（心臓、大血管、気管支、肺）の解剖学を復習しておいてください

予習時間：30分

復習内容：国家試験においても頻出項目である心タンポナーデ、フレイル・チェスト、緊張性気胸を中心に病態生理に基づく、

診断・治療の理解を深めてください。

復習時間：60分

胸部には呼吸・循環維持のために重要な臓器が存在するため、胸部外傷は適切かつ迅速な処置を行わなければ、死に至る緊急度

の高い病態である。実際に外傷による死亡の約25％が胸部外傷によるものであると言われています。

胸郭および胸郭内臓器（心臓、大血管、気管支、肺）の解剖・生理学的知識を基にして胸部外傷の機序を解説し、以下の主な胸

部外傷について診断・治療を講義します。

外傷性大動脈破裂（解離を含む）、鈍的心損傷、心タンポナーデ、肋骨骨折（胸郭動揺（フレイル・チェスト）を含む）、血気

胸（開放性気胸，緊張性気胸を含む）、肺挫傷（気管支損傷を含む）

第12回  腹部外傷の診断と治療

予習内容：腹部の臨床解剖

予習時間：15分

復習内容：腹部外傷の診断と具体的な治療方針

復習時間：30分

腹部外傷の特徴と初期診療、蘇生処置として行われるダメージコントロール手術について理解する。腹部臓器に応じた損傷の特

徴や治療について理解する。

第13回  四肢骨盤・脊椎外傷

予習内容：救急領域における整形外傷を理解する

予習時間：15分

復習内容：外傷による身体の形態的、機能的障害について、疫学、分類、損傷の特徴、損傷別の病態、と外傷初期治療ついて理

解する。

復習時間：30分

救急領域における重度整形外傷について学ぶ。

四肢外傷に関しては、開放骨折とコンパートメント症候群・クラッシュ症候群について。

骨盤骨折については　その分類とショックに対する治療。

最近増加傾向にある、脊椎外傷については、疫学と分類、神経学的評価について学ぶ。

第14回  多発外傷

予習内容：必要なし

復習内容：診療手順についての理解

復習時間：10分

外傷診療では複数診療科にわたる集学的な治療戦略が必要である、診療に標準的な診療手順、蘇生、全身管理、処置や手術の判

断と施術など包括的な診療が行えるよう講義を行う

第15回  外傷総論

予習内容：外因で受ける損傷の内、機械的外力よる身体の形態的、機能的障害について予習する

予習時間：10分

復習内容：損傷別の病態と外傷の緊急度と重症度、外傷初期治療などについて復習する。

復習時間：30分

外因で受ける損傷の内、機械的外力よる身体の形態的、機能的障害について、疫学、分類、損傷の特徴、損傷別の病態と外傷の

緊急度と重症度、外傷初期治療などについて学習する。

第16回  中毒

予習内容：中毒の一般的な概念を理解しておく

予習時間：10分

復習内容： 有機リン製剤・パラコート製剤中毒の理解．中毒に対する解毒薬などの理解．

復習時間：30分

総論として中毒概論、診断、治療などの解説を行う.各論として主に農薬中毒の中の有機リン製剤、バラコート製剤などの解説を

行う.その他、一酸化炭素中毒や一般医薬品中毒などの解説を行う.

第17回  急性腹症の診断と治療

予習内容：激しい腹痛を主訴とする疾患の原因を予習しておく

予習時間：10分

復習内容：急性腹症の原因と治療についての理解

復習時間：30分

急性腹症（急激な発症で激しい腹痛を主訴とし、緊急治療を要する腹部疾患群）の原因疾患について解説し、とくに消化器疾患

による急性腹症の治療について症例も提示しながら講義を行う。

第18回  侵襲と代謝

予習内容：バイタルサイン項目を確認しておく

予習時間：5分

復習内容：バイタルサインの変化と生体反応メカニズムとをリンクして理解する。侵襲下のエネルギー代謝亢進現象を確認する

復習時間：20分

侵襲とは何か。その侵襲に対する生体反応に関して、その目的性とメカニズム、さらにその結果の利点・不利点を開設する。救

急・急変患者に対する初期対応で、身体所見からその患者に起こっている生体反応を把握できることを目指し、その変動に対す

る医療的介入法を開設する。さらに侵襲がエネルギー代謝に及ぼす影響についても解説する
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第18回  侵襲と代謝

予習内容：バイタルサイン項目を確認しておく

予習時間：5分

復習内容：バイタルサインの変化と生体反応メカニズムとをリンクして理解する。侵襲下のエネルギー代謝亢進現象を確認する

復習時間：20分

侵襲とは何か。その侵襲に対する生体反応に関して、その目的性とメカニズム、さらにその結果の利点・不利点を開設する。救

急・急変患者に対する初期対応で、身体所見からその患者に起こっている生体反応を把握できることを目指し、その変動に対す

る医療的介入法を開設する。さらに侵襲がエネルギー代謝に及ぼす影響についても解説する

第19回  重症患者の輸液・栄養

予習内容：脱水についての知識確認と3大栄養素の確認

予習時間：5分

復習内容：細胞外液増量輸液法と維持輸液量との対比を再確認する。輸液療法と3大栄養素について理解を深める。友人に教えて

みて下さい。

復習時間：30分

輸液療法の基本として、細胞外液増量輸液法と維持輸液量を対比して解説する。維持輸液療法を継続するにあたっての栄養管理

への考え方を解説する。合言葉：めざせ輸液の達人。

第20回  意識障害の診断と評価

予習内容：各授業の内容を理解していることを前提に講義を進めていくため、当日までの講義18コマ分の内容を見直しておいて

ください。54分（18コマ×3分間）

予習時間：54分

復習内容：意識障害の評価法について記憶し使えるようにしてください。

復習時間：10分

意識障害の評価法(Glasgow Coma ScaleやJapan Coma Scale)が使えるように学習する。救急医学の一連の講義の復習を兼ね

て、種々の救急疾患と意識障害の関連を学生の皆さんに考え・回答してもらいながら講義を進めていきます。

■ホームページ
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シラバス№： 1811900058

臨床各論Ⅶ（放射線診断学）科目名　：

英文名　：

石井　一成・細野　眞・松木　充・鶴﨑　正勝・柏木　伸夫・栁生　行伸・

任　誠雲・富山 憲幸・中西　克之・西川　正則

担当者　：

医学科開講学科：

90時間 開講期： 必修科目必修選択の別：開講年次：単　位　： 4年次

科目区分： 専門科目

備　考　：

■授業概要・方法等

各臓器の画像診断、核医学およびInterventional Radiology (IVR)の総論を学び、放射線診断字とはどのような 学問体系で、な

ぜその知識が必要か、あらゆる診療科において必要不可欠であることを理解する。 臨床総論Ⅶ（放射線診断学コース）は、各診

断機器の特性を理解し、画像の特徴と正常解剖、諸臓器における 代表的な疾患の画像診断を学ぶ。 CTやMRIで使用される造影

剤の原理から適応、副作用について最低限の知識を学ぶ。核医学やInterventional Radiology(IVR)では基本的な項目から実際の

診療に必要な知識を習得する。全講義終了後に試験を実施することで、カリキュラムの習熟度を評価する。

■学習・教育目標及び到達目標

関連ディプロマポリシー

1. プロフェッショナルとしての高い使命感と倫理観を持ち、人に愛され、人に信頼され、人に尊敬される医師を目指すこと

2. 患者に対する思いやりと奉仕の精神、また、チームワークにおける協調精神を身につけること。

3. 医師になるために必要な医学の知識と技能を修得し、さらに日々向上に努めること。

関連教育アウトカム

1. 倫理とプロフェッショナリズム

2. 医学的知識

3.　診療の基本的技能

キーワード

画像診断、核医学、IVR

目標

各種画像診断法の特徴と適応を理解し、各々の画像における正常像と代表的疾患の画像所見を理解する。

１，単純Ｘ線写真の各撮影方法を説明できる。

２，単純Ｘ線写真における各部位の解剖と正常像を説明でき、代表的な疾患の画像所見を述べることができる。

3,　CT (Computed tomography)、MRI (Magnetic resonance imaging)、SPECT (single photon emission computed

tomography)、PET (Positron emission tomography)の撮影（または撮像）原理を説明できる。

4,    CT、MRI、SPECT、PETの各々の特徴および適応を述べることができる。

5,    CT、MRI、SPECT、PETにおける各部位の解剖と正常像を説明でき、代表的な疾患の画像所見を述べることができる。

6,　各造影検査の手技および適応を述べることができる。

7,　造影剤の副反応について述べることができる。

8,　IVR (Interventional radiology)の概念、各手技、適応、および合併症を述べることができる。

■成績評価方法および基準

週末試験 100%

■試験・課題に対するフィードバック方法

授業スライドはプリントして配布します。

特に重要と思われるポイント等、講義中に周知するようにします。

■教科書

[ISBN]9784260005975 『標準放射線医学 第7版 (標準医学シリーズ)』 (医学書院 : 2011)

■参考文献

[ISBN]9784871634694 『画像診断コンパクトナビ―医学生・研修医必携 (コンパクトナビシリース)』 (百島 祐貴, 医学教育出

版社 : 2016)

[ISBN]9784787822475 『フェルソン 読める!胸部X線写真 改訂第3版/原著第4版 楽しく覚える基礎と実践』 (診断と治療社 :

2016)

[ISBN]9784895927956 『CT・MRI画像解剖ポケットアトラス 第4版 I巻 頭部・頸部』 (メディカルサイエンスインターナショ

ナル : 2015)

[ISBN]9784895927963 『CT・MRI画像解剖ポケットアトラス 第4版 II巻 胸部・心臓・腹部・骨盤』 (メディカルサイエンス

インターナショナル : 2015)

[ISBN]4765315819 『肝胆膵脾のCT・MRI診断』 (村上 卓道, 金芳堂 : 2013)

[ISBN]9784765315289 『核医学・PET・SPECT (放射線医学)』 (小須田茂, 金芳堂 : 2012)
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[ISBN]9784871634694 『画像診断コンパクトナビ―医学生・研修医必携 (コンパクトナビシリース)』 (百島 祐貴, 医学教育出

版社 : 2016)

[ISBN]9784787822475 『フェルソン 読める!胸部X線写真 改訂第3版/原著第4版 楽しく覚える基礎と実践』 (診断と治療社 :

2016)

[ISBN]9784895927956 『CT・MRI画像解剖ポケットアトラス 第4版 I巻 頭部・頸部』 (メディカルサイエンスインターナショ

ナル : 2015)

[ISBN]9784895927963 『CT・MRI画像解剖ポケットアトラス 第4版 II巻 胸部・心臓・腹部・骨盤』 (メディカルサイエンス

インターナショナル : 2015)

[ISBN]4765315819 『肝胆膵脾のCT・MRI診断』 (村上 卓道, 金芳堂 : 2013)

[ISBN]9784765315289 『核医学・PET・SPECT (放射線医学)』 (小須田茂, 金芳堂 : 2012)

■関連科目

解剖学

病理学

■授業評価アンケート実施方法

実施規定に準拠して行う。

■研究室・メールアドレス

研究棟3階　放射線医学（放射線診断学部門医局）

yshindan@med.kindai.ac.jp

■オフィスアワー

月曜日（13：00～14：00）

■授業計画の内容及び時間外学修の内容・時間

下記の各題名に含まれる授業1時間当たりの予習・復習について

題名（領域別）：概要

1. 放射線医学総論：  放射線医学が包含する分野、対象臓器・疾患、各種検査法の一般的な知識を学ぶ。

2. CT、MRI、造影検査について：CT、MRIの原理を理解し、検査法、CT,MRIの造影検査について学ぶ。

3. 中枢神経：主に脳疾患に対する画像診断について学ぶ。

4. 頭頸部：耳鼻咽喉科領域の画像診断について学ぶ。

5. 胸部領域：肺、縦隔、心大血管の解剖を復讐し、同領域のの画像診断について学ぶ。

6. 消化管：食道・胃・腸管の画像診断について学ぶ。

7. 肝胆膵：肝・胆・膵の疾患毎の画像診断、IVRについて学ぶ。

8. 骨盤領域：（泌尿生殖器、婦人科領域）の画像診断について学ぶ。

9. 核医学：各臓器・疾患毎の核医学検査による画像診断および内用療法について学ぶ。

10. 骨軟部：主に整形外科領域を中心とした画像診断について学ぶ。

11. 小児放射線：小児を対象とした画像診断について学ぶ。

12. 救急疾患画像：救急現場において必要な各疾患の画像診断について学ぶ。

予習内容：授業タイトルに対応する「標準放射線医学」内の部分を読み、不明な語句について調べる。

予習時間：15分

復習内容：授業中に書き込んだ内容を整理して、不明な部分を調べる。

復習時間：15分

■ホームページ

近畿大学医学部放射線医学教室放射線診断学部門　http://radiol.med.kindai.ac.jp/
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シラバス№： 1811900059

臨床各論Ⅶ（麻酔科学）科目名　：

英文名　：

中尾　慎一・森本　昌宏・大田　典之・湯浅　晴之・髙杉　嘉弘・

平松　謙二・白井　達・打田　智久・冬田　昌樹・岩元　辰篤・上原　圭司・

松島　麻由佳・中村　正人

担当者　：

医学科開講学科：

90時間 開講期： 必修科目必修選択の別：開講年次：単　位　： 4年次

科目区分： 専門科目

備　考　：

■授業概要・方法等

麻酔科学のコンセプトは、全身管理と疼痛管理である。麻酔科医は、手術麻酔管理を中心に集中治療やペインクリニックにも従

事している。また、麻酔科医は危機管理医でもあり、アナフィラキシーショックや心肺停止などの危機的状況に対しても適切に

対処しなければならない。従って講義内容は多岐にわたり、麻酔薬や麻酔管理といった麻酔科独自の内容だけでなく、生理学・

薬理学・生化学等の基礎系や、循環器・呼吸・脳神経系など臨床系の知識も網羅することになる。講義は主に麻酔科学講座の教

官が行うが、一部は学外の教官による講義も行われる予定である。講義は双方向性で行うことを旨とし、教官が質問を行うとと

もに学生諸君からの随時の質問も歓迎する。ということで、講義に先立ち教科書（マニュアル本ではない）を読んである程度予

習して来ていただきたい。講義内容やそれ以外でも疑問がある場合には、特にオフィスアワーを利用して自由に質問できる機会

を作る。

■学習・教育目標及び到達目標

関連ディプロマポリシー

①医学における幅広い学識と、高い倫理観を身につけている。

②科学的根拠に基づいて評価・判断し、問題解決にあたることができる。

③患者に対する思いやりと奉仕の精神、またチームワークにおける良好なコミュニケーションをとることができる。

関連教育アウトカム

①医の倫理に配慮し，診療を行う上での適切な態度

②常に進歩する医療・医学に則して学ぶ医学知識の向上

③麻酔科・集中治療・ペインクリニック領域および麻酔関連領域の専門知識と技能

キーワード

麻酔、集中治療、ペインクリニック、鎮静、鎮痛

・一般目標（GIO）

麻酔科学の普遍性と特殊性および集中治療医学やペインクリニックとの関連性を理解して、以下のような知識と臨床医学を学習

する．

・行動目標（SBOs）

1．麻酔科学と麻酔科医の役割について

2．全身麻酔の理論と麻酔方法について

3．麻酔薬の種類と筋弛緩薬の薬理作用について

4．麻酔に必要な生理機能について

5．局所麻酔薬と局所麻酔法について

6．特殊麻酔管理と周術期に必要な関連薬のすべてについて

7．術中・術後の合併症について

8．重症患者の集中治療について

9．術中・術後の疼痛管理について

10．ペインクリニックについて

以上について理解し、臨床事例の関連において応用知識を習得する．

これらの目標は本学の教育アウトカムの「医学的知識」「医療安全」に関連している。また、ディプロマポリシーの「医師に必

要な基礎的知識・技能の修得」「豊かな人間性と高邁な倫理観・責任感の養育」に関与している。
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■成績評価方法および基準

本試験（5者択一問題と筆記試験により基本的な知識を評価する。） 80%

それぞれの授業の理解度、参加度、態度を総合的に評価する 20%

■試験・課題に対するフィードバック方法

講義では、試験終了後に模範解答と解説を配布する。

臨床実習では、各週末に、担当者（主に主任教授）が口頭試問を行い、理解度をチェックする。

また、試験期間終了後に模範解答と解説を配布する。

■教科書

[ISBN]9780702052835 『Miller's Anesthesia 8th ed.』 (ELSEVIER 2015, Shinichi Nakao is one of contributors)

[ISBN]9784521739977 『わかりやすい麻酔科学 基礎と実戦』 (中尾慎一　編、中山書店 : 2014)

[ISBN]9784525308445 『TEXT麻酔・蘇生学』 (南山堂 : 2014)

[ISBN]9784621301883 『ギャノング生理学 原書25版 (Lange Textbookシリーズ)』 (丸善出版 : 2017)

[ISBN]9784521743707 『麻酔ポケットマニュアル』 (中尾 慎一　編, 中山書店 : 2016)

■参考文献

適宜授業時に紹介する

■関連科目

生理学・薬理学・生化学・病理学・循環器科学・呼吸器科学・脳神経科学

■授業評価アンケート実施方法

実施規程に準拠して行う。

■研究室・メールアドレス

研究棟3階 麻酔科・nakaom@med.kindai.ac.jp

■オフィスアワー

水・木・金　PM 5 - 6

■授業計画の内容及び時間外学修の内容・時間

第1回  麻酔の歴史と麻酔科学

予習内容：近大麻酔の歴史、麻酔の種類やバランス麻酔について理解する。

予習時間：30分

復習内容：華岡青洲の業績、麻酔薬と脳高次機能についての理解。

復習時間：30分

　麻酔科のコンセプトは全身管理と疼痛管理であり、患者を侵襲から守ることである。麻酔科医の守備範囲は手術麻酔管理・集

中治療・ペインクリニック・緩和医療さらには救急医療と多岐にわたる。

　医学の発展における麻酔科学の立場と重要性、近代麻酔の発展（安全で良質な麻酔薬の開発、麻酔管理の発展、モニターの発

展）のみならず、世界でも評価の高い華岡青洲の業績についても理解する。

　全身麻酔薬は可逆的に意識を取り、記憶をなくし、睡眠を誘導する。すなわち、全身麻酔薬はこれら脳高次機能研究の重要な

手段であり道具である。全身麻酔薬・局所麻酔薬がどのように作用しているのか、そのメカニズムについても理解を深める。

第2回  吸入麻酔薬と悪性高熱

予習内容：吸入麻酔薬の種類。吸入麻酔薬の強さや覚醒・導入についての理解。骨格筋収縮のメカニズム。

予習時間：30分

復習内容：導入・覚醒、最小肺胞濃度（MAC）や血液/ガス分配係数などの用語の理解。悪性高熱症発症のメカニズムと治療法。

復習時間：30分

　安全で良質な吸入麻酔薬の必要条件を理解する。吸入麻酔薬の種類と、それらが身体でどのように分布し作用するかを、導

入・覚醒、最小肺胞濃度（MAC）や血液/ガス分配係数などの用語とともに理解する。全身麻酔回路と人工呼吸器の理解。酸素の

役割と酸素中毒。

　骨格筋収縮のメカニズムとリアノジン受容体について理解し、悪性高熱症のメカニズムと症状、治療について理解する。

第3回  静脈麻酔薬（オピオイドを含む）

予習内容：興奮性神経伝達と抑制性神経伝達に関わる受容体について理解する。

予習時間：15分

復習内容：静脈麻酔薬の神経伝達への効果，作用，副作用について理解する。オピオイドの下降性抑制性への作用について理解

する。

復習時間：30分

全身麻酔薬は，健忘，意識消失，鎮痛，不動化，自律神経抑制などの全身麻酔状態をもたらす。静脈麻酔薬は，単独でこれらの

効果を得ることは困難であり，吸入麻酔の補助薬として，あるいは組み合わせることで臨床に用いられる。本講義では、静脈麻

酔薬の薬理作用，長所，欠点について概説するとともに，近年行われている全静脈麻酔法と標的濃度調節持続静注について解説

する。
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予習内容：興奮性神経伝達と抑制性神経伝達に関わる受容体について理解する。

予習時間：15分

復習内容：静脈麻酔薬の神経伝達への効果，作用，副作用について理解する。オピオイドの下降性抑制性への作用について理解

する。

復習時間：30分

全身麻酔薬は，健忘，意識消失，鎮痛，不動化，自律神経抑制などの全身麻酔状態をもたらす。静脈麻酔薬は，単独でこれらの

効果を得ることは困難であり，吸入麻酔の補助薬として，あるいは組み合わせることで臨床に用いられる。本講義では、静脈麻

酔薬の薬理作用，長所，欠点について概説するとともに，近年行われている全静脈麻酔法と標的濃度調節持続静注について解説

する。

第4回  循環生理と循環作働薬

予習内容：一般循環生理（構造、心拍出量、刺激伝導系、心電図、自律神経系）について調べる。

予習時間：15分

復習内容：循環生理や循環作動薬の作用機序やその違い、適用について説明できる。

麻酔薬による循環への作用について説明できる。

復習時間：30分

GIO：一般的循環生理と麻酔薬の循環系に対する作用について理解する。

SBOs：

一般循環整理

・心臓、冠動脈の構造

・心拍出量の規定因子（前負荷、後負荷、心収縮力）

・Frank-Starling曲線、Forrester分類

・刺激伝導系と心電図の成り立ち、心血管系に関わる自律神経系

循環作動薬

・血管収縮薬と血管拡張薬の作用機序、臨床効果、副作用、実際の使用量

・抗不整脈薬の分類、作用機序、臨床効果

・電解質製剤の作用機序、臨床効果

麻酔薬の循環系に対する作用

上記について説明できる。

第5回  筋弛緩薬

予習内容：神経筋接合部の構造と神経伝達について理解する。

予習時間：15分

復習内容：筋弛緩薬の分類と作用について理解する。特殊状態での筋弛緩薬の作用変化，筋弛緩の拮抗について理解する。

復習時間：30分

不動化を得ることは，円滑で安全な手術を行う上で重要である。不動化を得る目的で投与される筋弛緩薬の作用部位である神経

筋接合部の構造生理について概説する。筋弛緩薬の種類と薬理作用，副作用について解説し，麻酔中の筋弛緩モニターについて

も解説を加える。

第6回  局所麻酔薬

予習内容：無髄神経と有髄神経でのインパルスの伝導について理解する。

予習時間：15分

復習内容：局所麻酔薬の構造による分類を理解する。局所麻酔効果に影響を及ぼす因子，局所麻酔薬の副作用について理解す

る。

復習時間：30分

侵害情報の中枢への伝達機序について概説し，局所麻酔薬の基本構造と作用機序について説明する。また，局所麻酔薬の物理化

学的作用と薬理作用，局所麻酔効果に影響を及ぼす因子について解説する。

第7回  呼吸生理と酸塩基平衡

予習内容：換気や酸素化。低酸素血症、低酸素症。酸塩基平衡。

予習時間：10分

復習内容：低酸素血症、低酸素症のメカニズムと治療。アシドーシスとアルカローシス。

復習時間：30分

　換気力学・動脈血酸素化について理解を深めるとともに、換気不全や低酸素血症・低酸素症のメカニズムやその対処法につい

て理解を深める。

　血液酸塩基平衡のメカニズムについての理解とその病態と治療法を理解する。

第8回  術前評価と周術期管理

予習内容：周術期とは術前、術中、術後を意味し、周術期管理とは術前管理から始まる。麻酔科医は術前診察を通して、患者状

態（合併症）を把握し、麻酔計画を立てるが、麻酔管理上、注意すべき術前合併症を理解する。術中起こり得る合併症その治療

について理解する。

予習時間：30分

復習内容：麻酔管理上、注意すべき術前合併症について学習する。術中合併症、その治療（対処）について学習する。

復習時間：30分

GIO：周術期管理の重要性を理解する。

SBOs：手術患者の病態把握とその病態の危険性、さらに適切な麻酔計画・麻酔管理について説明できる。247



予習内容：周術期とは術前、術中、術後を意味し、周術期管理とは術前管理から始まる。麻酔科医は術前診察を通して、患者状

態（合併症）を把握し、麻酔計画を立てるが、麻酔管理上、注意すべき術前合併症を理解する。術中起こり得る合併症その治療

について理解する。

予習時間：30分

復習内容：麻酔管理上、注意すべき術前合併症について学習する。術中合併症、その治療（対処）について学習する。

復習時間：30分

GIO：周術期管理の重要性を理解する。

SBOs：手術患者の病態把握とその病態の危険性、さらに適切な麻酔計画・麻酔管理について説明できる。

第9回  全身麻酔の手順

予習内容：全身麻酔は患者の意識、痛みを除去するのみでなく、手術侵襲から身を守る役割を果たしていることを理解する。麻

酔導入（薬）、維持（薬）について学習する。気管挿管の意義、技術、挿管困難予測因子、抜管基準について学習する。

予習時間：30分

復習内容：全身麻酔の手順（導入、気管挿管、維持、抜管）について理解する。全身麻酔の種類について学習する。麻酔導入、

挿管、麻酔からの覚醒時にトラブルが起きやすいことを理解する。

復習時間：30分

GIO：全身麻酔に必要な器具・麻酔器・人工呼吸器等を理解する。

SBOs：全身麻酔に必要な器具、麻酔器の構造や人工呼吸器を説明できる。

全身麻酔を行うにあたっては、術前診察を通して患者の状態を把握することに始まる。循環・呼吸器をはじめ、中枢神経系、内

分泌系合併症の有無を確認し、麻酔計画を立てる。麻酔薬の使用量（濃度）、循環作動薬の使用について予め検討する。全身麻

酔は酸素投与の開始に始まり、心電図、血圧計、経皮的酸素モニターなどのモニタリング下に麻酔導入（入眠）を行う。麻酔導

入後、呼吸状態が不安定（呼吸抑制、停止）となるため、気道確保（気管挿管）を行う。手術侵襲から患者の身を守るべく、適

切な麻酔深度を維持する（麻酔維持）。手術終了後、覚醒、呼吸回復をまって抜管を行う。

第10回  気道確保

予習内容：気道の解剖，呼吸循環生理

気道確保に対する方法（マスク換気，気管挿管，ラリンジアルマスクなど）

外科的気道確保の知識

予習時間：15分

復習内容：気道確保の重要性全般

復習時間：15分

GIO：気道確保の重要性を理解する。

SBOs：気道確保の重要性と困難な状況、またその対処法について説明できる。

第11回  脳神経生理と麻酔

予習内容：心拍出量と全身酸素消費量に対する脳血流や脳酸素消費量の割合。

予習時間：10分

復習内容：脳血流と脳酸素消費量調節について。各種麻酔薬の脳血流や脳酸素消費量に対する影響。

復習時間：30分

　脳血流と脳代謝の調節と、それらに対する全身麻酔薬の影響を理解する。脳血流の自動能、血管脳関門について理解する。

　脳虚血とその障害メカニズムについて理解する。

　脊髄血流の特殊性と調節について理解する。

第12回  肝臓・腎臓の生理と麻酔

予習内容：肝臓の解剖と生理（特に血行動態と薬物代謝）

腎臓の解剖と生理（特に血行動態と尿生成、薬物代謝、ホルモン生成能）

予習時間：30分

復習内容：肝機能障害症例が麻酔に及ぼす影響（特にオピオイドなどの薬物代謝が減弱している状態での麻酔変化）

腎機能が廃絶されている状態での麻酔管理、腎移植の麻酔管理

復習時間：30分

GIO：肝臓・腎臓の生理と麻酔の影響について理解する。

SBOs：肝臓・腎臓の生理と麻酔薬や手術ストレスの影響を説明できる。

第13回  モニタリングⅠ（循環・呼吸）

予習内容：モニタリングの意義について理解する。

各種モニタリングの評価と対応を理解する。

血圧（非観血的および観血的）測定、呼気二酸化炭素波形、

中心静脈カテーテル留置意義とその評価

予習時間：15分

復習内容：呼気二酸化炭素波形の異常の評価と対応

フォレスター分類

復習時間：15分

GIO：循環・呼吸のモニタリングについて理解する。

SBOs：循環・呼吸モニタリングの種類・意義について説明できる。

第14回  モニタリングⅡ（体温・脳神経系・筋弛緩・その他）

予習内容：体温調節の意義、BISモニターの評価、TOF-watchの評価について

予習時間：15分

復習内容：各モニターの数値を評価できるようになること。

それぞれの意義や、評価後の対応を理解する。

復習時間：15分

GIO：体温・脳神経系・筋弛緩モニタリングについて理解する。

SBOs：体温・脳神経系・筋弛緩モニタリングの種類と意義について説明ができる。
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予習内容：体温調節の意義、BISモニターの評価、TOF-watchの評価について

予習時間：15分

復習内容：各モニターの数値を評価できるようになること。

それぞれの意義や、評価後の対応を理解する。

復習時間：15分

GIO：体温・脳神経系・筋弛緩モニタリングについて理解する。

SBOs：体温・脳神経系・筋弛緩モニタリングの種類と意義について説明ができる。

第15回  産科麻酔と小児麻酔

予習内容：妊産婦の生理的変化（呼吸循環動態、胎盤機能、体液組成）

週齢に応じた胎児の生理。

新生児期から小児期に至る生理（呼吸循環、肝腎機能など）

予習時間：30分

復習内容：産科麻酔および妊産婦の非産科手術の麻酔管理

全身麻酔が新生児、乳児に及ぼす影響。小児の呼吸循環の状態を考察、それに対応した麻酔管理

復習時間：30分

GIO：産科麻酔と小児麻酔を理解する。

SBOs：妊婦や小児の生理的特殊性とその麻酔法について説明ができる。

第16回  心臓血管外科手術の麻酔

予習内容：心臓の解剖，生理

人工心肺の構造

成人の心疾患（狭心症や弁膜症，大動脈瘤など）

先天性心疾患（チアノーゼ性，非チアノーゼ性など）

予習時間：20分

復習内容：心血管手術麻酔の特殊性

GIO：心血管手術麻酔の特殊性を理解する。

SBOs：心血管手術患者の病態や注意点、麻酔に必要なモニターや使用薬剤を説明できる。

第17回  危機管理（喘息発作、アナフィラキシーショック、心停止）

予習内容：アナフィラキシーショックの症状と治療法。心肺停止の種類と対処法。

予習時間：30分

復習内容：各種危機的状況におけるアドレナリンの投与法、投与量そしてそのメカニズムを理解する。

復習時間：30分

　手術麻酔管理においては、術前からの重症合併症（心筋虚血・脳虚血・肺機能低下・ブルガダ症候群やQT延長症候群のような

心合併症）や手術侵襲・血圧変動・電解質変動などにより、アナフィラキシーショックや心停止などの不測の事態が発生するこ

とがあり、適切な対処が求められる。

　アナフィラキシーの発症メカニズム、症状と治療について理解を深める。心肺停止の種類とその対処法についての理解を深め

る。

　アドレナリンの各種疾患に対する投与法・投与量、そしてその作用メカニズムについて理解を深める。

第18回  輸液・輸血と電解質

予習内容：ヒトの体液分画・組成を理解しておく。

予習時間：10分

復習内容：晶質液と膠質液。輸血の適用と副作用の理解。

復習時間：30分

ヒトの体液分画・組成。輸液の種類と手術中の輸液の特徴。

晶質液と膠質液

輸血製剤の種類・保管条件・使用有効期限や適応を理解する。

輸血療法の副作用と合併症。

危機的出血に対する対応について理解する。

第19回  ペインクリニックの適応と治療法

予習内容：①ペインクリニックの適応となる疾患にはどのようなものがあるか

②神経ブロックにはどのようなものがあるか

③侵害受容性疼痛と神経障害性疼痛の違いとは

④鎮痛補助薬とは何か

⑤帯状疱疹の原因ウィルスとその先行感染時の病名は

予習時間：60分

復習内容：①交感神経系の遮断を目的とする神経ブロックにはどのようなものがあるか

②複合性局所痛症候群ではどのような病態を呈するか

③求心路遮断疼痛とはなにか

④帯状疱疹痛と帯状疱疹後神経痛で用いる薬物にはどのようなものがあるか

⑤神経血管減圧術（Jannettaの手術）の適応となる疾患は

復習時間：30分

GIO：ペインクリニックについて理解する。

SBOs：疼痛のメカニズムとその治療法について説明ができる。
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予習内容：①ペインクリニックの適応となる疾患にはどのようなものがあるか

②神経ブロックにはどのようなものがあるか

③侵害受容性疼痛と神経障害性疼痛の違いとは

④鎮痛補助薬とは何か

⑤帯状疱疹の原因ウィルスとその先行感染時の病名は

予習時間：60分

復習内容：①交感神経系の遮断を目的とする神経ブロックにはどのようなものがあるか

②複合性局所痛症候群ではどのような病態を呈するか

③求心路遮断疼痛とはなにか

④帯状疱疹痛と帯状疱疹後神経痛で用いる薬物にはどのようなものがあるか

⑤神経血管減圧術（Jannettaの手術）の適応となる疾患は

復習時間：30分

GIO：ペインクリニックについて理解する。

SBOs：疼痛のメカニズムとその治療法について説明ができる。

第20回  がん性疼痛管理

予習内容：①がん性疼痛の原因にはどのようなものがあるか

②ＷＨＯの３段階方式がん疼痛治療指針とは何か

③医療用オピオイドにはどのようなものがあるか

④オピオイドロ－テ－ションとは何か

⑤レスキュ－ド－ズとは何か

予習時間：60分

復習内容：①ＷＨＯの３段階方式がん疼痛治療指針で推奨している薬物とは

②非麻薬性鎮痛薬としてはどのようなものを用いるか

③鎮痛補助薬にはどのようなものがあるか

④内臓神経ブロックの適応は

⑤くも膜下フェノ－ルブロックの適応は

復習時間：30分

GIO：がん性疼痛のメカニズムと治療法について理解する。

SBOs：がん性疼痛のメカニズムと治療法について説明できる。

第21回  硬膜外麻酔・脊髄くも膜下麻酔・神経ブロック

予習内容：区域麻酔（硬膜外麻酔・脊髄くも膜麻酔・超音波ガイド下末梢神経ブロック）の種類について調べてくる

予習時間：15分

復習内容：区域麻酔（硬膜外麻酔・脊髄くも膜麻酔・超音波ガイド下末梢神経ブロック）の意義と手技について説明できる。

復習時間：30分

GIO：区域麻酔の意義と手技について理解する。

SBOs：

脊髄くも膜下麻酔

・解剖

・薬液、薬液の広がり

・皮膚分節・麻酔高

・適応、禁忌、合併症

・実際

硬膜外麻酔

　・解剖

　・薬液、薬液の広がり

　・手術部位と硬膜外麻酔穿刺部位と目標範囲の目安

　・適応、禁忌、合併症

　・実際

脊髄くも膜医科麻酔と硬膜外麻酔のちがい

最近のトピック

超音波（エコー）ガイド下末梢神経ブロック

上記について説明できる

第22回  脳外科手術麻酔、腹腔鏡手術麻酔

予習内容：脳の構造と機能について、腹腔鏡の概要について調べてくる

予習時間：15分

復習内容：脳生理・脳外科手術の麻酔や腹腔鏡手術の麻酔について説明ができる。

復習時間：30分

GIO：脳生理・病理や気腹の病態と、脳外科麻酔・腹腔鏡麻酔の特殊性を理解する。

SBOs：

脳外科手術の麻酔

　・脳の構造と機能

　・麻酔管理と血圧・換気・麻酔薬

　・代表的な脳外科手術(脳腫瘍、脳血管障害、外傷）

腹腔鏡手術の麻酔

　・腹腔鏡手術とは（メリット、デメリット、適応）

　・気腹ガスの生態に与える影響

　・気腹による合併症

　・ロボット支援手術について

上記について説明できる
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予習内容：脳の構造と機能について、腹腔鏡の概要について調べてくる

予習時間：15分

復習内容：脳生理・脳外科手術の麻酔や腹腔鏡手術の麻酔について説明ができる。

復習時間：30分

GIO：脳生理・病理や気腹の病態と、脳外科麻酔・腹腔鏡麻酔の特殊性を理解する。

SBOs：

脳外科手術の麻酔

　・脳の構造と機能

　・麻酔管理と血圧・換気・麻酔薬

　・代表的な脳外科手術(脳腫瘍、脳血管障害、外傷）

腹腔鏡手術の麻酔

　・腹腔鏡手術とは（メリット、デメリット、適応）

　・気腹ガスの生態に与える影響

　・気腹による合併症

　・ロボット支援手術について

上記について説明できる

第23回  肺外科麻酔・老人麻酔

予習内容：肺外科手術患者の特徴（身体機能、合併症）、加齢による身体の変化について調べる。

予習時間：15分

復習内容：肺外科手術の麻酔管理、老人麻酔の特殊性について説明できる。

復習時間：30分

GIO：肺外科・老人麻酔の危険性と特殊性を理解する。

SBOs：

肺外科手術

・肺外科手術患者の呼吸生理、肺外科手術の麻酔に必要な呼吸管理、合併症

・開胸手術の危険性と麻酔管理

老人麻酔

・高齢者の特徴（身体機能、予備能力、併存疾患）

・高齢者の麻酔管理（術前、術中、術後）、合併症

上記について説明できる。

第24回  集中治療学I（SIRS、呼吸・循環・脳神経）

予習内容：基本的な呼吸循環生理

ＳＩＲＳについて基本的な知識

予習時間：15分

復習内容：集中治療における呼吸・循環・脳神経系の管理

 SIRS の病因とその合併症

復習時間：15分

GIO：集中治療における呼吸・循環・脳神経系の管理について理解する。

　　 SIRS の病因とその合併症を理解する。

SBOs：集中治療における呼吸・循環・脳神経系の管理について説明できる。

　　　SIRS の病因とサイトカインについて説明できるとともに、その合併症と治療法についても説明できる。

第25回  合併症Ⅰ(虚血性心疾患・脳血管障害・高血圧・喘息など）を有する患者の麻酔管理

予習内容：各疾患の一般的な特徴を把握する。

予習時間：15分

復習内容：各疾患での麻酔管理の特殊性。

復習時間：15分

GIO：合併症を有した患者の麻酔管理における危険性と実際の麻酔管理を理解する。

SBOs：虚血性心疾患・弁膜症・高血圧・喘息患者の麻酔管理の特殊性を説明できる。

第26回  合併症II(糖尿病・高度肥満・肝腎疾患・内分泌疾患）を有する患者の麻酔管理

予習内容：各疾患の一般的な特徴を把握する。

予習時間：15分

復習内容：各疾患での麻酔管理の特殊性。

復習時間：15分

GIO：合併症を有した患者の麻酔管理における危険性と実際の麻酔管理を理解する。

SBOs：糖尿病・高度肥満・内分泌（下垂体、甲状腺、副甲状腺、副腎）疾患患者の麻酔管理の特殊性を説明できる。

第27回  集中治療学II（鎮静・栄養・感染など）

予習内容：鎮静・栄養・感染に関しての基本的な知識

予習時間：15分

復習内容：集中治療における鎮静・栄養・感染対策の意義とその実際の施行に関しての事項

復習時間：15分

GIO：集中治療における鎮静・栄養・感染対策の意義と実際について理解する。

SBOs：集中治療における鎮静・栄養・感染対策の意義とその実際の施行について説明できる。

■ホームページ

近畿大学医学部 麻酔科学講座　http://www.med.kindai.ac.jp/anes/
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シラバス№： 1811900057

臨床各論Ⅶ（臨床検査医学）科目名　：

英文名　：

上硲　俊法・芦田　隆司・平野　豊・田中　裕滋・山住　俊晃・森田　泰慶担当者　：

医学科開講学科：

90時間 開講期： 必修科目必修選択の別：開講年次：単　位　： 4年次

科目区分： 専門科目

備　考　：

■授業概要・方法等

　臨床検査医学(Clinical laboratory medicine)は、患者から取り出された検体(血液、尿、便、喀痰など)を種々の方法によって

検査する、いわゆる臨床検査を通じて、病気の診断と治療、病像･病態の解析などに寄与する学問である。その内容は、血液学、

生化学、遺伝学、免疫学および微生物学を含む臨床検査が対象となり、広範囲にわたる。

　日常診療において臨床検査の果たす役割は大きく、臨床検査なしで診療を行うことは困難とも言える状況である。さらに近年

の臨床検査医学の進歩には目覚しいものがあり、新しい検査法が次々に開発されており、臨床医にはこれらの検査を使いこなせ

る能力が要求される。

検査医学コースでは、日常臨床の現場で必要となる臨床検査の意義、方法、利用などについて学ぶ。

■学習・教育目標及び到達目標

臨床検査医学関連ディプロマポリシーと教育アウトカム

ディプロマポリシー

　　① 医師になるために必要な医学の知識と技能を修得し、さらに日々向上に努めること。

　　②積極的に課題に取り組み、自ら問題点を見いだし解決する姿勢を身につけること。

　　③患者に対する思いやりと奉仕の精神を身に着けること。

教育アウトカム

　　①倫理とプロフェッショナリズム

　　②医学的知識

　　③診療の基本的技能

上記のディプロマポリシーと教育アウトカムを達成する為以下の行動目標を設定する。

（行動目標）

1-1 臨床検査の計画法について述べることができる

1-2 臨床検査の結果が理解できる

1-3 臨床検査とチーム医療の関連について述べることができる。

1-4 検査の特性を説明できる

1-5 検査の誤差や生理的変動を説明できる

1-6 臨床検査の基準値・カットオフ値の意味が説明できる

1-7 正しい検体採取の方法が説明できる

2-1 尿の一般的性状について説明できる

2-2 尿定性検査、尿沈査について説明できる

2-3 糞便検査について説明できる

2-4 穿刺液検査について説明できる

3-1 末梢血血液検査について述べることができる

3-2 血液細胞の分化成熟について説明できる

3-3 血液の分化、成熟過程を述べることができる

3-4 血液細胞の形態観察の要点を述べることができる

3-5 赤血球系細胞の各分化段階の形態学的特徴を説明することができる

3-6 白血球細胞の各分化段階の形態学的特徴を説明することができる

3-7 白血病細胞の形態学的特徴を説明することができる

3-8 止血・凝固のメカニズムを説明できる

3-9 血小板機能検査を説明できる

3-10 凝固機能検査を列記し、プロトロンビン時間と活性化部分トロンボプラスチン時間を説明できる

3-11 線溶系をみる検査を説明できる

4-1 ビリルビン代謝について説明できる

4-2 血清ビリルビンの測定法について説明できる

4-3 体質性黄疸について説明できる

4-4 色素排泄試験について説明できる

4-5 糖尿病の病型診断と病態把握に有用な検査を述べることができる

4-6 ブドウ糖負荷試験の方法と結果の解釈について説明することができる

4-7 HbA1C、グリコアルブミン、1.5AGの意義を述べることができる

4-8 質代謝の全体像を述べることができる

4-9 脂質検査項目についてそれぞれの意義を述べることができる

4-10 脂質異常症について説明できる

4-11 心筋梗塞の診断に用いる検査項目を列記できる

4-12 心筋マーカーに用いる血清酵素、ミオグロビン、トロポニンT,I、H-FABPを説明できる

4-13 心筋ストレスマーカーであるANP,BNP,NT-proBNPを説明できる

4-14 臨床検査で測定される血清酵素の動態について理解することができる

4-15 各種酵素データの臨床的意義を理解することができる

4-16 アイソザイムについて理解することができる

4-17 肝・胆道疾患の病態分類と検査データについて理解することができる

4-18 肝機能(予備能)を評価する検査項目について理解することができる

4-19 肝線維化を評価する検査について理解することができる

5-1 抗原抗体反応の最適現象、抑制現象について説明できる

5-2 免疫血清検査における抗原抗体反応検出法（沈降反応、凝集反応、補体結合反応、毒素中和反応、 酵素抗体法）について説

明できる

5-3 免疫学的定量法について説明できる

5-4 炎症マーカー（CRP, SAA）について説明できる

5-5 感染免疫の古典的マーカー（抗ストレプトリジン-O、寒冷凝集反応、Paul-Bunnell反応）について説明できる

5-6 肝炎, HIV感染、梅毒の血清学的診断法について説明できる

5-7 自己抗体とそれらの臨床的意義について説明できる

5-8 血清蛋白分画と免疫グロブリンについて説明できる

5-9 免疫電気泳動について説明できる

5-10補体検査を説明できる

5-11腫瘍マーカーについて説明できる

6-1 主な臨床微生物検査をあげることができる

6-2 グラム染色検査所見の解釈ができる

6-3 主な微生物培養検査について意義や種類を説明できる

6-4 抗原検出など主な迅速検査について理解している

6-5 血清学的検査について実施方法や解釈について理解している

6-6 抗菌薬感受性検査の意義について説明できる

6-7 最小発育阻止濃度（MIC）について説明できる

6-8 最小殺菌濃度（MBC）について説明できる

6-9 MICを利用した抗菌薬の選択の基本について理解している

キーワード：臨床検査　診断　病態　検査手技
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臨床検査医学関連ディプロマポリシーと教育アウトカム

ディプロマポリシー

　　① 医師になるために必要な医学の知識と技能を修得し、さらに日々向上に努めること。

　　②積極的に課題に取り組み、自ら問題点を見いだし解決する姿勢を身につけること。

　　③患者に対する思いやりと奉仕の精神を身に着けること。

教育アウトカム

　　①倫理とプロフェッショナリズム

　　②医学的知識

　　③診療の基本的技能

上記のディプロマポリシーと教育アウトカムを達成する為以下の行動目標を設定する。

（行動目標）

1-1 臨床検査の計画法について述べることができる

1-2 臨床検査の結果が理解できる

1-3 臨床検査とチーム医療の関連について述べることができる。

1-4 検査の特性を説明できる

1-5 検査の誤差や生理的変動を説明できる

1-6 臨床検査の基準値・カットオフ値の意味が説明できる

1-7 正しい検体採取の方法が説明できる

2-1 尿の一般的性状について説明できる

2-2 尿定性検査、尿沈査について説明できる

2-3 糞便検査について説明できる

2-4 穿刺液検査について説明できる

3-1 末梢血血液検査について述べることができる

3-2 血液細胞の分化成熟について説明できる

3-3 血液の分化、成熟過程を述べることができる

3-4 血液細胞の形態観察の要点を述べることができる

3-5 赤血球系細胞の各分化段階の形態学的特徴を説明することができる

3-6 白血球細胞の各分化段階の形態学的特徴を説明することができる

3-7 白血病細胞の形態学的特徴を説明することができる

3-8 止血・凝固のメカニズムを説明できる

3-9 血小板機能検査を説明できる

3-10 凝固機能検査を列記し、プロトロンビン時間と活性化部分トロンボプラスチン時間を説明できる

3-11 線溶系をみる検査を説明できる

4-1 ビリルビン代謝について説明できる

4-2 血清ビリルビンの測定法について説明できる

4-3 体質性黄疸について説明できる

4-4 色素排泄試験について説明できる

4-5 糖尿病の病型診断と病態把握に有用な検査を述べることができる

4-6 ブドウ糖負荷試験の方法と結果の解釈について説明することができる

4-7 HbA1C、グリコアルブミン、1.5AGの意義を述べることができる

4-8 質代謝の全体像を述べることができる

4-9 脂質検査項目についてそれぞれの意義を述べることができる

4-10 脂質異常症について説明できる

4-11 心筋梗塞の診断に用いる検査項目を列記できる

4-12 心筋マーカーに用いる血清酵素、ミオグロビン、トロポニンT,I、H-FABPを説明できる

4-13 心筋ストレスマーカーであるANP,BNP,NT-proBNPを説明できる

4-14 臨床検査で測定される血清酵素の動態について理解することができる

4-15 各種酵素データの臨床的意義を理解することができる

4-16 アイソザイムについて理解することができる

4-17 肝・胆道疾患の病態分類と検査データについて理解することができる

4-18 肝機能(予備能)を評価する検査項目について理解することができる

4-19 肝線維化を評価する検査について理解することができる

5-1 抗原抗体反応の最適現象、抑制現象について説明できる

5-2 免疫血清検査における抗原抗体反応検出法（沈降反応、凝集反応、補体結合反応、毒素中和反応、 酵素抗体法）について説

明できる

5-3 免疫学的定量法について説明できる

5-4 炎症マーカー（CRP, SAA）について説明できる

5-5 感染免疫の古典的マーカー（抗ストレプトリジン-O、寒冷凝集反応、Paul-Bunnell反応）について説明できる

5-6 肝炎, HIV感染、梅毒の血清学的診断法について説明できる

5-7 自己抗体とそれらの臨床的意義について説明できる

5-8 血清蛋白分画と免疫グロブリンについて説明できる

5-9 免疫電気泳動について説明できる

5-10補体検査を説明できる

5-11腫瘍マーカーについて説明できる

6-1 主な臨床微生物検査をあげることができる

6-2 グラム染色検査所見の解釈ができる

6-3 主な微生物培養検査について意義や種類を説明できる

6-4 抗原検出など主な迅速検査について理解している

6-5 血清学的検査について実施方法や解釈について理解している

6-6 抗菌薬感受性検査の意義について説明できる

6-7 最小発育阻止濃度（MIC）について説明できる

6-8 最小殺菌濃度（MBC）について説明できる

6-9 MICを利用した抗菌薬の選択の基本について理解している

キーワード：臨床検査　診断　病態　検査手技

■成績評価方法および基準

本試験(基本的な概念、知識に関して総合的に評価する） 90%

小試験（各講義のトピックに関連した理解度を評価する） 10%

■試験・課題に対するフィードバック方法

学生は講義前に教科書を用いて予習し、質問事項があれば講義の後に教員に質問できるよう準備を行う。終了後は講義内容を復

習し、再度教科書を読み、理解を深めるとともに、記憶として知識を定着させる。

■教科書

[ISBN]9784260016001 『標準臨床検査医学 (Standard textbook)』 (高木 康, 医学書院 : 2013)
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[ISBN]9784260016001 『標準臨床検査医学 (Standard textbook)』 (高木 康, 医学書院 : 2013)

■参考文献

[ISBN]9784307050425 『臨床検査法提要』 (金井 正光, 金原出版 : 2015)

[ISBN]9784830681578 『考える臨床検査―スクリーニング検査で異常値をみたら? (Bunkodo Essential & Advanced M)』

(松尾収二, 文光堂 : 2015)

[ISBN]9784260016568 『異常値の出るメカニズム 第6版』 (河合 忠, 医学書院 : 2013)

■関連科目

消化器内科　血液内科 膠原病内科 感染症

循環器内科 内分泌・代謝内科

■授業評価アンケート実施方法

実施規定に準拠して行う

■研究室・メールアドレス

研究棟5階 臨床検査医学・clin-pat@med.kindai.ac.jp

■オフィスアワー

水曜　PM5-6時

■授業計画の内容及び時間外学修の内容・時間

総論（１）検査の基準値と精度

臨床検査の特性および検査値の生理的変動について講義する。

総論（２）検査データを吟味する

臨床検査データを読み解く方法を紹介する。

臨床化学（１） ビリルビン

血清ビリルビンの測定法、ビリルビン代謝と黄疸発症メカニズムについて講義する。

臨床化学（２） 糖代謝検査

糖尿病の病型診断と病態把握に有用な検査、ブドウ糖負荷試験HbA1C、グリコアルブミン、1.5AGについて講義する。

臨床化学（３）　脂質代謝検査

脂質検査法、脂質代謝異常のメカニズムと血清脂質検査データの変化に関して講義する。

臨床化学(４)　心筋マーカー検査

心筋マーカーと心筋ストレスマーカーについて講義する。

臨床化学（５） 血清酵素

臨床検査で測定される血清酵素の動態、各種酵素データの臨床的意義、 アイソザイムについて講義する。

臨床化学（６） 肝機能検査

肝・胆道疾患の病態分類と検査データについて講義する。

血液検査（１） 血液細胞形態

血液の分化、成熟過程、血液細胞の形態観察の要点を講義する。

血液検査（２） 血液一般検査

血液一般検査について講義する。

血液検査(３) 止血凝固検査

止血・凝固のメカニズム、血小板機能検査、凝固機能検査、線溶系をみる検査を講義する。

免疫血清検査（１）

抗原抗体反応を利用した測定法を講義する。

免疫血清検査（２）

炎症マーカー、感染免疫検査、自己抗体について講義する。

免疫血清検査（３）

血清蛋白分画、免疫グロブリン、免疫電気泳動、補体検査を講義する。

微生物検査（１）

細菌検査の内塗抹検査、培養検査について講義する。

微生物検査（２）

微生物抗原検出法と血清学的検査について講義する。

微生物検査（３）

感受性検査について講義する。

一般検査（１）

尿定性検査と尿沈査について講義する。

一般検査（２）

糞便検査と穿刺液検査について講義する。

予習内容：授業タイトルに含まれる項目について教科書を読み、概要を理解する。

予習時間：15分

復習内容：授業内容に関して自らのノートを作成する。

復習時間：30分
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総論（１）検査の基準値と精度

臨床検査の特性および検査値の生理的変動について講義する。

総論（２）検査データを吟味する

臨床検査データを読み解く方法を紹介する。

臨床化学（１） ビリルビン

血清ビリルビンの測定法、ビリルビン代謝と黄疸発症メカニズムについて講義する。

臨床化学（２） 糖代謝検査

糖尿病の病型診断と病態把握に有用な検査、ブドウ糖負荷試験HbA1C、グリコアルブミン、1.5AGについて講義する。

臨床化学（３）　脂質代謝検査

脂質検査法、脂質代謝異常のメカニズムと血清脂質検査データの変化に関して講義する。

臨床化学(４)　心筋マーカー検査

心筋マーカーと心筋ストレスマーカーについて講義する。

臨床化学（５） 血清酵素

臨床検査で測定される血清酵素の動態、各種酵素データの臨床的意義、 アイソザイムについて講義する。

臨床化学（６） 肝機能検査

肝・胆道疾患の病態分類と検査データについて講義する。

血液検査（１） 血液細胞形態

血液の分化、成熟過程、血液細胞の形態観察の要点を講義する。

血液検査（２） 血液一般検査

血液一般検査について講義する。

血液検査(３) 止血凝固検査

止血・凝固のメカニズム、血小板機能検査、凝固機能検査、線溶系をみる検査を講義する。

免疫血清検査（１）

抗原抗体反応を利用した測定法を講義する。

免疫血清検査（２）

炎症マーカー、感染免疫検査、自己抗体について講義する。

免疫血清検査（３）

血清蛋白分画、免疫グロブリン、免疫電気泳動、補体検査を講義する。

微生物検査（１）

細菌検査の内塗抹検査、培養検査について講義する。

微生物検査（２）

微生物抗原検出法と血清学的検査について講義する。

微生物検査（３）

感受性検査について講義する。

一般検査（１）

尿定性検査と尿沈査について講義する。

一般検査（２）

糞便検査と穿刺液検査について講義する。

予習内容：授業タイトルに含まれる項目について教科書を読み、概要を理解する。

予習時間：15分

復習内容：授業内容に関して自らのノートを作成する。

復習時間：30分

臨床検査医学

臨床検査各論Ⅶ終了後に講義内容に関する筆記試験を実施する。試験はMCQと記述試験を併用して行う。

■ホームページ

近畿大学医学部　臨床検査医学　http://www.med.kindai.ac.jp/clipatho/
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シラバス№： 1811900062

臨床各論Ⅷ（婦人科学）科目名　：

英文名　：

松村 謙臣・辻　勲・鈴木　彩子・中井　英勝・武田　卓・小谷　泰史・

髙矢　寿光・村上　幸祐・貫戸　明子

担当者　：

医学科開講学科：

120時間 開講期： 必修科目必修選択の別：開講年次：単　位　： 4年次

科目区分： 専門科目

備　考　：

■授業概要・方法等

授業は講義が主体である．国家試験出題問題を分析し，必須知識と思われる内容に重点をおいた講義内容となっている．女性生

殖器の構造と発生，機能を解説したうえで，婦人科内分泌学（生殖生理学），婦人科腫瘍学の生理と病態を解説する．これらの

さまざまな病態の理解には，正常の理解が大切であるため，基本的なことを複数回にわたって講義し，よく理解できるよう配布

資料を工夫している．各講義毎に，講義内容に沿った国家試験問題を解かせ，理解を深める．さらにシミュレーション室での婦

人科診察実習で実際の手技を学ぶ機会を設けている．学生からの質問は随時受け付けるが，オフィスアワーを週に1回設けるの

で，自由に質問してもらいたい．またUNIT終了後に総括的評価のための本試験（MCQ形式）を実施し，カリキュラムの習熟度を

評価する．

■学習・教育目標及び到達目標

一般目標（GIOs）

女性生殖器の構造と発生を理解し，婦人科内分泌学（生殖生理学），婦人科腫瘍学を理解する．その上で適切な治療法の実際と

選択基準を習得する．

行動目標（SBOs）

１．女性生殖器の構造と脈管支配，発生と性分化について説明できる．

２．女性の性周期，各ライフステージにおける変化について説明できる．

３．子宮頸部の良性腫瘍，悪性腫瘍の診断と治療について説明できる．

４．子宮体部の良性腫瘍，悪性腫瘍の診断と治療について説明できる．

５．卵巣・卵管の良性腫瘍，悪性腫瘍の診断と治療について説明できる．

６．外陰・腟疾患の診断と治療について説明できる．

７．性感染症の診断と治療について説明できる．

８．不妊症の診断と検査法，治療法について説明できる．

９．婦人科手術について説明できる．

１０．婦人科科診察法について説明できる．

これらの目標は本学の教育アウトカム「医学的知識」に関連している。また、ディプロマポリシーの「医師に必要な基礎的知

識・技能の修得」につながっている。

■成績評価方法および基準

講義・シミュレーション室での実習の取り組み 30%

定期試験（MCQ形式） 70%

■試験・課題に対するフィードバック方法

試験終了後（試験期間終了後）に「試験の解答」を配布します

■教科書

[ISBN]9784260011273 『標準産科婦人科学 (標準医学シリーズ)』 (医学書院 : 2011)

[ISBN]9784758312196 『プリンシプル産科婦人科学 1−婦人科編』 (武谷雄二, メジカルビュー社 : 2014)

■参考文献

適宜授業時に紹介する

■関連科目

放射線診断学，放射線治療学，病理診断学，腫瘍内科・外科学，消化管外科学，泌尿器科学

■授業評価アンケート実施方法

実施規定に準拠して行う
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実施規定に準拠して行う

■研究室・メールアドレス

研究棟1階 産婦人科・sanfu@med.kindai.ac.jp

■オフィスアワー

木曜日　14時～17時

■授業計画の内容及び時間外学修の内容・時間

総論1：女性の性機能

女性性器の発生と性分化にもとづく性機能について講義する

各論1：月経

女性の性周期，月経について講義する

各論2：子宮頸癌

子宮頸部悪性疾患の診断と治療について講義する

各論3：子宮筋腫・子宮肉腫

子宮筋腫と子宮肉腫の診断と治療，および両者の鑑別診断について講義する

各論4：子宮内膜症・子宮腺筋症

子宮内膜症の診断と治療，管理について講義する

各論5：子宮体癌

子宮体部悪性疾患の診断と治療について講義する

各論6：卵巣腫瘍（１）（２）

卵巣および卵管の良性腫瘍の診断と治療法について講義する

各論7：更年期障害・女性心身症

更年期障害や女性の各ライフステージにおける変化に伴う疾患の診断と治療法について講義する

各論8：女性性器の異常

性分化や性器の形態異常の診断と治療について講義する

各論9：加齢と疾患・性器の位置異常

加齢により起こってくる疾患とその診断，管理，治療法について講義する

各論10：外陰・腟疾患

外陰と腟の良性，悪性疾患の診断と治療法について講義する

各論11：性感染症

性感染症の診断，治療法について講義する

各論12：絨毛性疾患

絨毛性疾患の診断と治療法について講義する

各論13：婦人科画像診断

婦人科疾患の基本的な画像診断法について講義する

各論14：婦人科手術

婦人科で行われる代表的な手術法や骨盤内解剖について講義する

各論15：婦人科疾患合併妊娠

婦人科疾患を合併した妊娠について講義する

実習1：婦人科診察法

婦人科診察（内診）の手順と方法を講義し，経験する
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■ホームページ

近畿大学医学部　産科婦人科学教室　http://www.med.kindai.ac.jp/gyne/

258



シラバス№： 1811900063

臨床各論Ⅷ（放射線腫瘍学）科目名　：

英文名　：

西村　恭昌・細野　眞・岡嶋　馨・金森　修一・門前　一・中松　清志・

石川　一樹・鈴木 実・柴田 徹

担当者　：

医学科開講学科：

120時間 開講期： 必修科目必修選択の別：開講年次：単　位　： 4年次

科目区分： 専門科目

備　考　：

■授業概要・方法等

わが国の死因第一位のがんは、高齢化社会に伴い年々増加している。特に高齢者では肺がんや前立腺がんなど放射線治療が有用

ながんの比率が高い。がんの治療をになう臨床腫瘍学は、外科療法、薬物療法、放射線治療が3本柱である。この中で、放射線治

療は低侵襲がん治療法で、かつ機能と形態の温存が可能である特徴を有し、高齢者がんにもやさしいQOLの高いがん治療法であ

る。近年、放射線療法の進歩により、治療成績の向上と晩期合併症の低減がなされている。本科目では、放射線治療の基礎をな

す放射線生物学および放射線物理学の基本原則を理解し、臓器ごとに異なる放射線治療の適応、照射方法、治療成績、および合

併症を学習する。また、放射線同位元素を用いた小線源治療やRI内用療法を学ぶ。臨床医に必要な臨床腫瘍学の基礎的知識を、

解剖学、病理学などの基礎医学を振り返りつつ学習するとともに、最近の進歩を学ぶ。

　UNIT終了後に、総括的評価のためのコース試験を実施し、習熟度評価を行う。

■学習・教育目標及び到達目標

1， 放射線および放射能とは何か説明できる。

2， 放射線の人体に対する影響と放射線防護の原則を説明できる。

3， 放射線効果の修飾を説明できる。

4， 放射線治療の特徴を、手術療法、化学療法と比較して説明できる。

5， 放射線治療の適応、急性期および晩期合併症を説明できる。

6， 色々な放射線治療装置、照射法を説明できる。

7， 空間的線量分布および時間的線量配分の改善を説明できる。

8， 放射線増感法の進歩について説明できる。

9， 代表的な疾患の放射線治療による治療成績を説明できる。

10， RI内用療法の適応と原理を説明できる。

これらの目標は本学の教育アウトカム「医学的知識」「医療安全」「課題解決能力と医学研究への連結」に関与している。ま

た、ディプロマポリシーの「医師に必要な基礎的知識・技能の修得」「自ら問題を解決する積極的な態度の養成」に関与してい

る。

キーワード：放射線、放射線治療、人体影響、放射線防護、空間的線量分布

■成績評価方法および基準

コース試験を行う。問題配点の50%は筆記試験、選択問題が50％である。 100%

■試験・課題に対するフィードバック方法

授業終了時学生には積極的に質問を促す。試験後は、オフィスアワーで適宜対応する。

■教科書

[ISBN]9784860034818 『新版 放射線医科学 ―生体と放射線・電磁波・超音波』 (医療科学社 : 2016)

[ISBN]9784260005975 『標準放射線医学 第7版 (標準医学シリーズ)』 (医学書院 : 2011)

■参考文献

[ISBN]9784307071048 『放射線治療計画ガイドライン 2016年版』 (金原出版 : 2016)

[ISBN]430707078X 『早期のがん治療法の選択―放射線治療』 (金原出版 : 2006)

■関連科目

臨床腫瘍学

婦人科学

解剖学

病理学
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臨床腫瘍学

婦人科学

解剖学

病理学

■授業評価アンケート実施方法

医学部実施規程に準拠して行います。

■研究室・メールアドレス

研究棟3階 放射線医学（放射線腫瘍学部門）医局　　radiol@med.kindai.ac.jp

■オフィスアワー

西村教授：　水曜日　12時30分から13時30分,16時から17時

金森准教授：火曜日　12時30分から13時30分,16時から17時

門前准教授：木曜日　12時30分から13時30分,16時から17時

中松講師：　月曜日午前中,水曜日午前中

■授業計画の内容及び時間外学修の内容・時間

第1回  放射線物理・放射線機器

予習内容：放射線、放射能、電波の違い

予習時間：30分

復習内容：放射線発生装置の特徴

復習時間：60分

1. 放射線、放射能、電波の違いを説明できる。

2. 放射線の種類と性質、および線量単位を述べることができる。

3. Ｘ線発生装置を説明できる。

4. 放射線治療に用いられる装置とその特徴を説明できる。

5. 密封小線源と外照射の違いを述べることができる

第2回  放射線腫瘍学総論

予習内容：がん治療における放射線治療の特徴

予習時間：30分

復習内容：空間的線量分布を改善する方策

復習時間：60分

1. がん治療における放射線治療の特徴を述べることができる。

2. 悪性腫瘍の放射線治療における治療可能比について説明できる。

3. 空間的線量分布を改善する方策を述べることができる。

4. 時間的線量配分を改善する方策を述べることができる。

5. 放射線効果の増感法を述べることができる。

第3回  放射線生物1

予習内容：放射線生物の基礎

予習時間：30分

復習内容：酸素効果と放射線障害からの回復

復習時間：60分

1. 放射線によるDNA障害と細胞死について説明できる。

2. 細胞生存率曲線について説明できる。

3. 細胞周期効果と酸素効果について説明できる。

4. 放射線損傷からの回復について説明できる。

5. LETとRBEについて説明できる。

第4回  放射線生物2

予習内容：放射線治療の4R

予習時間：30分

復習内容：放射線増感法と分割照射の利点

復習時間：60分

1. 腫瘍と正常組織の放射線感受性について述べることができる。

2. 放射線の急性障害と晩期障害について述べることができる。

3. 放射線の線量率効果について述べることができる。

4. 分割照射中の４Rを理解し、分割照射の利点を説明できる。

5. 温熱や化学療法による放射線増感法について説明できる。

第5回  泌尿器腫瘍

予習内容：前立腺癌に対する放射線療法の適応、照射法

予習時間：30分

復習内容：前立腺癌に対する放射線療法の適応、照射法

復習時間：60分

1. 前立腺癌の疫学、組織型について説明できる。

2. 前立腺癌に対する放射線療法の適応、照射法について説明できる。

3. 前立腺癌のホルモン療法併用放射線療法について説明できる。

4. 膀胱癌の疫学、組織型、放射線療法について説明できる。

5. 睾丸腫瘍の放射線療法について説明できる。
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予習内容：前立腺癌に対する放射線療法の適応、照射法

予習時間：30分

復習内容：前立腺癌に対する放射線療法の適応、照射法

復習時間：60分

1. 前立腺癌の疫学、組織型について説明できる。

2. 前立腺癌に対する放射線療法の適応、照射法について説明できる。

3. 前立腺癌のホルモン療法併用放射線療法について説明できる。

4. 膀胱癌の疫学、組織型、放射線療法について説明できる。

5. 睾丸腫瘍の放射線療法について説明できる。

第6回  乳がん

予習内容：乳癌の疫学、転移、再発

予習時間：30分

復習内容：初発時の乳房温存療法・再発時の放射線治療

復習時間：60分

1. 乳癌の特徴（疫学、転移、再発）を説明できる。

2. 初発時の乳房温存療法の放射線治療について説明できる。

3. 初発時の乳房切除後の放射線治療について説明できる。

4. 乳癌の再発転移時の放射線治療について説明できる

第7回  放射線の人体への影響

予習内容：電離放射線が生体に影響を与える機序

予習時間：30分

復習内容：代表的な急性障害と晩発障害

復習時間：60分

1. 電離放射線が生体に影響を与える機序を説明できる。

2. 放射線による急性障害と晩発障害について述べることができる。

3. 放射線の確率的影響と確定的影響について述べることができる。

4. 放射線が人体に与える影響について線量別に述べることができる。

5. 自然放射線について説明できる。

第8回  緩和放射線治療

予習内容：緩和的放射線治療の適応

予習時間：30分

復習内容：骨転移、脳転移に対する放射線治療

復習時間：60分

1. 緩和的放射線治療の適応について説明できる。

2. 緩和的照射と根治的照射との差異について説明できる。

3. 骨転移、脳転移に対する放射線治療について説明できる。

第9回  肺がん

予習内容：肺癌の放射線治療の意義

予習時間：30分

復習内容：肺野型肺癌に対する体幹部定位放射線治療、化学放射線療法

復習時間：60分

1. 非小細胞肺癌の病期別治療方針を説明できる。

2. 非小細胞肺癌に対する化学放射線療法について説明できる。

3. 肺癌に対する照射法、線量分割、合併症について説明できる。

4. 肺野型肺癌に対する体幹部定位放射線治療について説明できる。

5. 小細胞肺癌に対する放射線療法の意義について説明できる。

第10回  中枢神経腫瘍

予習内容：中枢神経腫瘍の疫学、転移、再発

予習時間：30分

復習内容：神経膠腫、胚芽腫、髄芽腫に対する放射線治療

復習時間：60分

1. 神経膠腫に対する放射線治療の方法、治療成績について説明できる。

2. 胚芽腫、髄芽腫に対する放射線治療の方法、治療成績について説明できる。

3. 転移性脳腫瘍に対する放射線治療の方法、治療成績について説明できる。

4. 脳腫瘍に対する定位手術的照射について説明できる。

第11回  食道がん

予習内容：食道癌の疫学、リスク因子、病期分類

予習時間：30分

復習内容：食道癌の放射線治療成績向上のための方策

復習時間：60分

1. 食道癌の疫学、リスク因子、病期分類を説明できる。

2. 食道癌の放射線療法の線量、照射野について説明できる。

3. 食道癌の放射線治療成績向上のための方策を説明できる。
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予習内容：食道癌の疫学、リスク因子、病期分類

予習時間：30分

復習内容：食道癌の放射線治療成績向上のための方策

復習時間：60分

1. 食道癌の疫学、リスク因子、病期分類を説明できる。

2. 食道癌の放射線療法の線量、照射野について説明できる。

3. 食道癌の放射線治療成績向上のための方策を説明できる。

第12回  消化器がん

予習内容：消化器癌に対する術前術後照射の意義

予習時間：30分

復習内容：医療チームの必要性

復習時間：60分

1. 局所進行膵癌に対する術中照射の意義を説明できる。

2. 術中照射での医療チームの役割について説明できる。

3. 消化器癌に対する術前術後照射の意義を説明できる。

4. 化学放射線療法の理論的根拠と適応について説明できる。

第13回  小線源治療

予習内容：小線源治療と外照射の違い

予習時間：30分

復習内容：小線源治療の種類と適応疾患

復習時間：60分

1. 小線源治療の種類と適応疾患について説明できる。

2. 腔内照射と組織内照射の違いを説明できる。

3. 線量率効果について説明できる。

第14回  RI内用療法

予習内容：RI内用療法の意義、原理

予習時間：30分

復習内容：RI内用療法の適応と方法

復習時間：60分

1. 陽電子断層撮影（PET）による腫瘍診断について述べることができる。

2. RI内用療法の意義、原理を説明できる。

3. 甲状腺癌、褐色細胞腫、悪性リンパ腫、骨転移への内用療法について述べることができる。

第15回  頭頸部腫瘍1

予習内容：頭頸部癌に対する放射線治療の意義、特徴

予習時間：30分

復習内容：下咽頭癌、喉頭癌、副鼻腔癌の照射法、治療成績

復習時間：60分

1. 頭頸部癌に対する放射線治療の意義、特徴を説明できる。

2. 頭頸部癌に対する放射線治療の原則、標準的線量分割を説明できる。

3. 下咽頭癌、喉頭癌、副鼻腔癌の照射法、治療成績について説明できる。

4. 早期舌癌に対する組織内照射の方法、治療成績について説明できる。

第16回  頭頸部腫瘍2

予習内容：頭頸部癌に対する強度変調放射線治療（IMRT）の意義

予習時間：30分

復習内容：上咽頭癌、中咽頭癌の照射法、治療成績

復習時間：60分

1. 上咽頭癌、中咽頭癌の照射法、治療成績について説明できる。

2. 頭頸部癌に対する強度変調放射線治療（IMRT）の意義を説明できる。

3. 頭頸部癌に対する化学放射線治療の意義を説明できる。

第17回  中性子捕捉療法・粒子線治療

予習内容：粒子線治療の原理・特長

予習時間：30分

復習内容：中性子捕捉療法の原理・特長

復習時間：60分

1. 粒子線の物理的性質について説明できる。

2. 粒子線治療と通常の放射線治療との差異について説明できる。

3. 中性子捕捉療法の原理・特長について説明できる
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予習内容：粒子線治療の原理・特長

予習時間：30分

復習内容：中性子捕捉療法の原理・特長

復習時間：60分

1. 粒子線の物理的性質について説明できる。

2. 粒子線治療と通常の放射線治療との差異について説明できる。

3. 中性子捕捉療法の原理・特長について説明できる

第18回  悪性リンパ腫・小児腫瘍

予習内容：非ホジキンリンパ腫とホジキン病の違い

予習時間：30分

復習内容：悪性リンパ腫に対する放射線治療

復習時間：60分

1. ホジキン病の組織型、病期分類について説明できる。

2. 非ホジキンリンパ腫とホジキン病の違いについて説明できる。

3. 悪性リンパ腫に対する放射線治療の適応とマントル照射について説明できる。

4. 小児悪性腫瘍に対する放射線治療の適応疾患とその特徴を説明できる。

5. 白血病に対する予防的全脳照射、骨髄移植のための全身照射について説明できる。

予習内容：

第19回  子宮がん

予習内容：子宮頚癌の疫学、組織型、病期分類

予習時間：30分

復習内容：III期子宮頚癌に対する照射法および治療成績

復習時間：60分

1. 子宮頚癌の疫学、組織型、病期分類について説明できる。

2. 子宮頚癌の病期別の治療方針について説明できる。

3. III期子宮頚癌に対する照射法および治療成績について説明できる。

4. 子宮頚癌に対する化学放射線療法について説明できる。

5. 子宮体癌の疫学、組織型、病期分類について説明できる。

予習内容：

放射線腫瘍学コース

50％　筆記試験

50％　5者択一問題

■ホームページ

放射線医学教室・放射線腫瘍学部門　http://www.med.kindai.ac.jp/radio/

日本放射線腫瘍学会　https://www.jastro.or.jp/
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シラバス№： 1811900061

臨床各論Ⅷ（臨床腫瘍学）科目名　：

英文名　：

中川　和彦・田村　孝雄・鶴谷　純司・奥野　達哉・武田　真幸・岩朝　勤・

田中　薫・林　秀敏・川上　尚人・吉田　健史・武川　直樹・野長瀨　祥兼・

藤田　裕規・光冨　徹哉・安田　卓司・西村　恭昌・石井　一成・

西尾　和人・佐藤　隆夫・菰池　佳史・大磯　直毅・野澤　昌弘・

田中　宏和・奥田　武司・千葉　康敬・林 真紀子・小西　直毅・

西條　長宏・大江　裕一郎・田村 和郎・新田　隆・倉田　宝保・

宮﨑　昌樹・藤阪　保仁・米阪　仁雄・工藤　慶太・茶本　健司・

川上　祥子・橋本　佐与子・佐藤　恵子・大林　千穂・福岡　和也・

金田　裕靖・五味　恵美・清水　俊雄

担当者　：

医学科開講学科：

120時間 開講期： 必修科目必修選択の別：開講年次：単　位　： 4年次

科目区分： 専門科目

備　考　：

■授業概要・方法等

悪性腫瘍の疫学、生物学、病態、診断の基礎知識、ならびに治療の総論を学び、臨床腫瘍学とはどのような学問体系で、なぜそ

の知識が必要かを理解する。臨床総論V　臨床腫瘍コースは、講義中心のカリキュラムである。臨床実習を念頭に必要とされる臨

床腫瘍学の概念、癌薬物療法の基本体系、そして各臓器悪性腫瘍の治療体系を学習する。臨床腫瘍学の全体像を理解するめに、

他のカリキュラムですでに講義されている各論的内容についても、再度、横断的に学ぶ。一部の内容については学外の講師によ

る講義も行う。進行固形癌を中心に、全身療法としてのがん薬物療法、支持療法、インフォームドコンセントに必要なコミュニ

ケーションスキル、チーム医療等、がん医療の基礎知識を身につける。全講義終了後に試験を実施することで、カリキュラムの

習熟度を評価する。

■学習・教育目標及び到達目標

臨床腫瘍コースでの学習・到達目標を以下に示す。

①日本のがん医療の現状を理解する。他疾患との比較においてがん医療の重要性、問題点を理解する。日本のがんの疫学を学ぶ

ことにより日本の癌医療の特殊性、予防策としての検診の現状について理解し、今後必要とされるがん対策について検討する。

②がんの発生メカニズムを学習する。遺伝要因と外的要因について理解する。発がんメカニズムと新しいがん治療の関係につい

て理解する。

③がん診断のアプローチ・考え方を理解する。効率的で合理的ながん診断について学び、適切な治療の実施に以下に重要である

かと理解する。がんの症候学、腫瘍病理、病期決定、そして遺伝子診断の重要性について理解する。がんの病期決定に用いられ

る診断技術についての知識を習得する。

④がん治療の基本的な考え方を学ぶ。がん治療のあり方やそれに伴う副作用を把握し、エビデンスに基づいたがん治療とは何

か、そして臨床試験の重要性やがん治療における倫理的側面として正しいインフォームドコンセントのとり方について学び、が

ん患者の基本的な緩和医療、がん患者とのコミュニケーションのとり方についても学習する。外科療法、内視鏡治療、放射線療

法、IVR、そしてがん薬物療法などそれぞれの治療戦略について学習するとともに、治療効果を最大化するためにはそれらを有効

に組み合わせて治療すること（集学的治療）の重要性を理解する。実際的に集学的治療を円滑に実施する為に必要とされるチー

ム医療とリスクマネジメントについても学習する。

⑤各がん腫毎の治療体系を学習する。消化器がん、肝がん、膵がん、肺癌、乳がん、頭頸部がん、婦人科がん、泌尿器科がん、

原発不明がん、胚細胞性腫瘍、造血器腫瘍などの治療方法について学習する。また、主な腫瘍随伴症候群、頻度の高いOncology

emergencyについての知識を習得する。

これらの目標は本学の教育アウトカム「医学的知識」「チーム医療」「コミュニケーション能力」「医療の社会性の理解」「課

題解決能力と医学研究への連結」に関与している。また、ディプロマポリシーの「医師に必要な基礎的知識・技能の修得」「自

ら問題を解決する積極的な態度の養成」「奉仕の心と協調精神の涵養」に関与している。

関連ディプロマポリシー

①がん診療において医師に必要な基礎的知識・技能を修得する

②自ら問題を解決する積極的な態度を養成する

③奉仕の心と協調精神を修得する

関連教育アウトカム

①医学的知識

②チーム医療

③コミュニケーション能力

キーワード

臨床腫瘍学、発がんメカニズム、分子標的治療、臓器横断、職種横断
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臨床腫瘍コースでの学習・到達目標を以下に示す。

①日本のがん医療の現状を理解する。他疾患との比較においてがん医療の重要性、問題点を理解する。日本のがんの疫学を学ぶ

ことにより日本の癌医療の特殊性、予防策としての検診の現状について理解し、今後必要とされるがん対策について検討する。

②がんの発生メカニズムを学習する。遺伝要因と外的要因について理解する。発がんメカニズムと新しいがん治療の関係につい

て理解する。

③がん診断のアプローチ・考え方を理解する。効率的で合理的ながん診断について学び、適切な治療の実施に以下に重要である

かと理解する。がんの症候学、腫瘍病理、病期決定、そして遺伝子診断の重要性について理解する。がんの病期決定に用いられ

る診断技術についての知識を習得する。

④がん治療の基本的な考え方を学ぶ。がん治療のあり方やそれに伴う副作用を把握し、エビデンスに基づいたがん治療とは何

か、そして臨床試験の重要性やがん治療における倫理的側面として正しいインフォームドコンセントのとり方について学び、が

ん患者の基本的な緩和医療、がん患者とのコミュニケーションのとり方についても学習する。外科療法、内視鏡治療、放射線療

法、IVR、そしてがん薬物療法などそれぞれの治療戦略について学習するとともに、治療効果を最大化するためにはそれらを有効

に組み合わせて治療すること（集学的治療）の重要性を理解する。実際的に集学的治療を円滑に実施する為に必要とされるチー

ム医療とリスクマネジメントについても学習する。

⑤各がん腫毎の治療体系を学習する。消化器がん、肝がん、膵がん、肺癌、乳がん、頭頸部がん、婦人科がん、泌尿器科がん、

原発不明がん、胚細胞性腫瘍、造血器腫瘍などの治療方法について学習する。また、主な腫瘍随伴症候群、頻度の高いOncology

emergencyについての知識を習得する。

これらの目標は本学の教育アウトカム「医学的知識」「チーム医療」「コミュニケーション能力」「医療の社会性の理解」「課

題解決能力と医学研究への連結」に関与している。また、ディプロマポリシーの「医師に必要な基礎的知識・技能の修得」「自

ら問題を解決する積極的な態度の養成」「奉仕の心と協調精神の涵養」に関与している。

関連ディプロマポリシー

①がん診療において医師に必要な基礎的知識・技能を修得する

②自ら問題を解決する積極的な態度を養成する

③奉仕の心と協調精神を修得する

関連教育アウトカム

①医学的知識

②チーム医療

③コミュニケーション能力

キーワード

臨床腫瘍学、発がんメカニズム、分子標的治療、臓器横断、職種横断

■成績評価方法および基準

講義：講義をしっかりと理解する為には講義中に自発的に質問することが重要である。臨床腫瘍学コースでは講義中の質問を奨

励する。 30%

試験：単なる知識、言葉を覚えるだけでは知識の定着は望めない。言葉の意味、標準治療の根拠、治療体系に流れる考え方の理

解が重要である。その理解度を判定するために記述式の問題への配点を50％以上に設定する。 70%

■試験・課題に対するフィードバック方法

授業スライドは冊子にして配布します。

講義の要点と内容を総括した総括講義を試験前に行う。

■教科書

[ISBN]9784884123819 『入門腫瘍内科学』 (篠原出版新社 : 2015)

■参考文献

適宜授業時に紹介する

■関連科目

分子生物学　疫学　腫瘍病理学　診断学　臨床腫瘍学

■授業評価アンケート実施方法

実施規定に準拠して行う。

■研究室・メールアドレス

研究棟4階 腫瘍内科・kougi-syunai@med.kindai.ac.jp

■オフィスアワー

月曜　13:30～

■授業計画の内容及び時間外学修の内容・時間

以下にシステムの都合上掲載講義数に上限があり溢れたものを纏めて記載します。【講義名】～～内容　と続きます。

【胚細胞腫瘍】胚細胞腫瘍について概説しその理解を深める

【皮膚腫瘍】皮膚良性腫瘍、悪性腫瘍、悪性リンパ腫、分子標的薬の皮膚障害を概説

【がん診療に必要な手技】診断、治療、症状緩和、合併症対処に必要な手技の概説

【がんの支持療法①】化学療法に伴う悪心・嘔吐は患者が経験するつらい副作用の上位に位置しており、その対処方法について

理解する。

【泌尿器腫瘍】前立腺癌と腎細胞癌の疫学、診断、治療について講義する

【肺癌外科治療】肺がんの症状、検査、診断、ステージと治療方針の決定、外科治療について学ぶ

【肺癌薬物治療】肺癌薬物治療に用いる薬剤の種類と効果、副作用を学ぶ

【胸膜/縦隔腫瘍】縦隔の解剖、部位と好発腫瘍、併存腫瘍、治療と胸膜腫瘍とくに悪性胸膜中皮腫の外科治療について学ぶ

【がんの支持療法②】がんの支持療法①の内容をより深める

【がん告知】がん告知をはじめとするBad Newsをいかに患者に伝達するかを学ぶ

【Advanced Care Plan】Advance Care Planningについてその意義と実際を学ぶ

【医師のキャリアパス】医師のキャリアパスについてお話します

【転移性脳腫瘍の治療】転移性脳腫瘍の病態と診断方法、多種多様な治療手段を理解する

【血液腫瘍】血液腫瘍について概説します

【がんの臨床研究とEBM】エビデンスに基づいた治療法確立のためには、科学的合理性と倫理的妥当性に裏付けられた臨床研究

が必須となる

【がんのしくみ　外来化学療法】当院通院治療センターの課題、当院外来化学療法の現状をお話します

【肺腫瘍病理】肺腫瘍を病理学で学びます

【がん診療のしくみ　医療・支援制度】がん対策基本法の背景、がん患者への生活支援について講義します

【がん診療のしくみ　がん看護】がん患者とチームアプローチ

【がん診療地域連携】がん診療における地域連携と訪問診療について講義します

【総括講義】これまで学習した講義内容の復習と週末試験対策

【がんの生物学統計Ⅰ、Ⅱ】がんの臨床試験とそこで用いられる基本的な統計的事項について概説します

【頭頸部がん】頭頸部癌の特徴、診断、治療

【臨床試験における倫理】臨床研究の歴史やその必要性、インフォームド・コンセントについて学習する

【がんの新薬開発】新薬開発の必要性と臨床試験、問題点等について講義します

予習内容：講義に先立ち、推奨図書である「入門腫瘍内科学第2版」の講義関連項目を予習しておくことを薦める。

予習時間：15分

復習内容：配布された資料で授業内容を復習し、理解を深める為に学生同士での議論、および教官への質問を奨励する。

復習時間：15分
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以下にシステムの都合上掲載講義数に上限があり溢れたものを纏めて記載します。【講義名】～～内容　と続きます。

【胚細胞腫瘍】胚細胞腫瘍について概説しその理解を深める

【皮膚腫瘍】皮膚良性腫瘍、悪性腫瘍、悪性リンパ腫、分子標的薬の皮膚障害を概説

【がん診療に必要な手技】診断、治療、症状緩和、合併症対処に必要な手技の概説

【がんの支持療法①】化学療法に伴う悪心・嘔吐は患者が経験するつらい副作用の上位に位置しており、その対処方法について

理解する。

【泌尿器腫瘍】前立腺癌と腎細胞癌の疫学、診断、治療について講義する

【肺癌外科治療】肺がんの症状、検査、診断、ステージと治療方針の決定、外科治療について学ぶ

【肺癌薬物治療】肺癌薬物治療に用いる薬剤の種類と効果、副作用を学ぶ

【胸膜/縦隔腫瘍】縦隔の解剖、部位と好発腫瘍、併存腫瘍、治療と胸膜腫瘍とくに悪性胸膜中皮腫の外科治療について学ぶ

【がんの支持療法②】がんの支持療法①の内容をより深める

【がん告知】がん告知をはじめとするBad Newsをいかに患者に伝達するかを学ぶ

【Advanced Care Plan】Advance Care Planningについてその意義と実際を学ぶ

【医師のキャリアパス】医師のキャリアパスについてお話します

【転移性脳腫瘍の治療】転移性脳腫瘍の病態と診断方法、多種多様な治療手段を理解する

【血液腫瘍】血液腫瘍について概説します

【がんの臨床研究とEBM】エビデンスに基づいた治療法確立のためには、科学的合理性と倫理的妥当性に裏付けられた臨床研究

が必須となる

【がんのしくみ　外来化学療法】当院通院治療センターの課題、当院外来化学療法の現状をお話します

【肺腫瘍病理】肺腫瘍を病理学で学びます

【がん診療のしくみ　医療・支援制度】がん対策基本法の背景、がん患者への生活支援について講義します

【がん診療のしくみ　がん看護】がん患者とチームアプローチ

【がん診療地域連携】がん診療における地域連携と訪問診療について講義します

【総括講義】これまで学習した講義内容の復習と週末試験対策

【がんの生物学統計Ⅰ、Ⅱ】がんの臨床試験とそこで用いられる基本的な統計的事項について概説します

【頭頸部がん】頭頸部癌の特徴、診断、治療

【臨床試験における倫理】臨床研究の歴史やその必要性、インフォームド・コンセントについて学習する

【がんの新薬開発】新薬開発の必要性と臨床試験、問題点等について講義します

予習内容：講義に先立ち、推奨図書である「入門腫瘍内科学第2版」の講義関連項目を予習しておくことを薦める。

予習時間：15分

復習内容：配布された資料で授業内容を復習し、理解を深める為に学生同士での議論、および教官への質問を奨励する。

復習時間：15分

第1回  【臨床腫瘍学総論】

臨床腫瘍学とは何か？本コースの全体像について講義する

第2回  【がん診療の全体像】

腫瘍内科医が遭遇するがん診療の全体像について講義する

第3回  【がんの疫学・検診・予防】

最新のがんの人口動態やがんのリスク因子について講義を行う

第4回  【腫瘍外科総論】

腫瘍の特性と進展範囲、温存臓器機能、手術侵襲を考慮した治療戦略

第5回  【癌集学的治療】

抗癌剤治療について講義する

第6回  【がん診療の国際比較】

薬理遺伝学、人種差、国際共同臨床試験、ドラッグラグ　について概説する

第7回  【日本のがん対策】

日本のがん医療の提供体制と専門医へのキャリアパスを概説する

第8回  【がん化学療法概論】

がん薬物療法の歴史と今後の方向性について概説する

第9回  【抗癌剤の臨床薬理】

がん剤の体内での薬物動態を理解し、がん治療に応用する

第10回  【ゲノム医療とがんの分子標的薬】

腫瘍の遺伝子変異に基づく、分子標的薬の開発状況について理解する

第11回  【がんの分子生物学】

がんの診断・治療の基礎となるがんの分子生物学について

第12回  【腫瘍随伴症候群腫瘍関連救急処置】

腫瘍随伴症候群の病態および腫瘍関連救急処置について概説する

第13回  【がんの臨床病理】

腫瘍の病理学的特徴を総括し生検・細胞診で見られる光顕像を概説する

第14回  【がん薬物療法におけるチーム医療】

分子標的治療薬、免疫療法の導入により薬物療法は高度化・複雑化し各職種の専門性の集約実践が必要

第15回  【乳癌】

乳癌の診断と治療、EBMについて概説する

第16回  【癌のホルモン療法】

ホルモン依存性腫瘍とその治療を学ぶ
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第17回  【腫瘍診断学】

腫瘍の画像診断について概説する

第18回  【がん患者が直面する医療の問題】

がんと向き合う患者が社会で直面する課題について学びます

第19回  【がん医療の問題点　報道記者の立場から】

がん医療の問題点を取り扱った番組制作やがん検診普及啓発活動の紹介等、報道記者の立場から概説します

第20回  【がんの放射線診断学】

がん診療におけるX線CT, MRI, PETの役割について理解する

第21回  【食道癌】

進行食道癌は、予後不良だが、集学的治療で治癒を期待し得る疾患で、最新のデータを概説する

第22回  【胃癌】

胃癌の臨床試験、化学療法について講義する

第23回  【結腸・直腸癌】

結腸・直腸癌の疫学、診断、その病期と治療について概説する

第24回  【肝・胆・膵】

肝・胆・膵癌の特徴と薬物療法、集学的治療を学習する

第25回  【家族性癌と遺伝医】

ヒトの形質とそれにかかわるゲノム・遺伝子の関連性、また新しいがん医療応用の期待について学習する

第26回  【原発不明癌】

原発不明癌の定義と特徴を理解し、その診断に必要な検査や治療について学ぶ

第27回  【腫瘍免疫(基礎)】

免疫監視機構をベースに腫瘍免疫学とがん免疫治療の本質を理解する

第28回  【腫瘍免疫(臨床応用)】

がん免疫療法は、宿主の免疫応答により抗腫瘍効果を発現する新規薬物療法である

第29回  【がんの橋渡し研究】

がんの診断、治療に係る基礎的知見を臨床応用する橋渡し研究について実例をもとに概説する

第30回  【予後因子とバイオマーカー】

バイオマーカーとは何か、予後因子効果予測因子等について学び、いかに癌治療が最近の進歩について知る

■ホームページ

近畿大学医学部内科学腫瘍内科部門　http://www.med.kindai.ac.jp/shuyounai/

がんプロ　7大学連携個別化がん医療実践者養成プラン　http://www.med.kindai.ac.jp/ganpro/

近畿大学医学部附属病院 がんセンター　http://www.med.kindai.ac.jp/gancenter/
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シラバス№： 1811900064

臨床各論Ⅸ科目名　：

英文名　：

医学部所属教員担当者　：

医学科開講学科：

90時間 開講期： 必修科目必修選択の別：開講年次：単　位　： 4年次

科目区分： 専門科目

備　考　：

■授業概要・方法等

＜テュートリアル＞

臓器別に疾病を学ぶことだけでなく、症候や病態から、患者にどのようにアプローチしたらよいかを学ぶ。アプローチの仕方

を、学生同士の小グループでのディスカッションを中心に学ぶ授業である。臨床的な事例が与えられ、これをもとに、学生間

ディスカッションおよびグループ学習（テュートリアル）、ポスター作成、発表会をおこなう。また、トピックに関連した講義

も行う。本学の教育アウトカムとしては、医学的知識に加えて課題解決の能力を開発することにつながっている。すなわち自律

的継続的学習能力の修得である。

＜心療内科＞

内容は講義と実習から成る。各講義においては双方向授業となるように努め、学生には既習および発展的な内容に関する質疑応

答を適宜行い                            自学自習を促す。実習に関しては、小講義とグループワークを実施し、講義で学んだ知識の実

践、定着を図る。

学生からの質問は講義前後や講義中に随時受け付けるが、オフィスアワーを週に1回設け、学生が自由に質問できる機会を与え

る。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関連ディプロマポ

リシー

1.　医師になるために必要な医学の知識と技能を修得し、さらに日々工場に努めること。

2.　積極的に課題に取り組み、自ら問題点を見出し解決する姿勢を身に付つけること。

5.　チーム医療に必要な協調精神とコミュニケーション能力を身に着けること。

関連教育アウトカム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　医学的知識　自律

継続的学習能力　課題解決能力と医学研究への連結

キーワード：　Problem based Leraning（PBL)、テュートリアル、Team based Leraning(TBL)、グループワーク

■学習・教育目標及び到達目標

このユニットでは、モデル・コア・カリキュラムで掲げられている症候・病態アプローチを身に付けることを目指している。こ

こでの目標は教育アウトカム「医学的知識」　「自律的継続的学習能力」　「課題解決能力と医学研究への連結」に関与してい

る。また、ディプロマポリシーの「医師に必要な基礎的知識・技能の習得」「自ら問題を解決する積極的な態度の養成」「奉仕

の心と協調精神の涵養」に関与している。

■成績評価方法および基準

テュートリアルでの発言、試験、ポスター発表等を総合して評価する 50%

ユニット試験（MCQ） 50%

■試験・課題に対するフィードバック方法

ポスター発表時に、講評を加える。

■教科書

特に指定しない。

■参考文献

[ISBN]9784260020640 『内科診断学 第3版』 (福井 次矢, 医学書院 : 2016)

■関連科目

なし

■授業評価アンケート実施方法

実施規程に準拠して実施する。
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実施規程に準拠して実施する。

■研究室・メールアドレス

各診療科医局

■オフィスアワー

授業後

■授業計画の内容及び時間外学修の内容・時間

＜テュートリアル＞

週の前半では月曜日、火曜日の1限目にテュートリアルを実施して、水曜日にポスター発表を行う。その間に、関連講義もしくは

医学英語の授業を行う。

週の後半では、木曜日、金曜日の1限目にテュートリアルを実施して、土曜日にポスター発表を行う、その間に関連講義もしくは

医学英語の授業を行う。土曜日に試験を行う週では、金曜日の午後にポスター発表を行う。

テュートリアルだけでなく、TBL(Team Based Learning)の週もある。いずれも学生のグループディスカッションを中心とする

授業である。

予習内容：モデル・コア・カリキュラムのF-1　症候・病態からのアプローチを確認する。予習時間：20分

復習内容：テュートリアル、TBLの内容と講義内容を合わせて復習する。復習時間：20分

＜心療内科＞

『症例検討①（機能性消化管障害）』

・機能性消化管障害について、定義、疫学、診断基準、鑑別疾患、検査について説明できる。

『症例検討②（慢性疼痛）』

・慢性疼痛（含線維筋痛症、慢性頭痛）について、定義、診断基準、鑑別疾患、検査について説明できる。『身体症状』

・機能性消化管障害、慢性疼痛について知識の整理を行う。

・上記疾患への薬物治療および非薬物治療について理解する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『心療内科　精神症

状』

・心療内科からみたうつ病・適応障害について。

・心療内科からみた不安症について。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『緩和ケア科　コ

ミュニケーションスキル実習①②③』

・生命を脅かす疾患で苦しむ患者の心情に配慮したコミュニケーションの重要性を学習する。

・患者の心情に配慮したコミュニケーションの基本的なスキルを学習する。　　　　　　　　　　　　　　『緩和ケア科　がん

の身体症状における症状緩和の評価と治療』

・QOLについて考える。

・症状の緩和のエビデンスを考える　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『緩和ケア科　がん

患者の精神症状の評価と治療』

・生命を脅かす疾患で苦しむ患者の精神症状の診断・評価方法を学習する。

・患者の精神症状の対応・治療方法を学習する。

予習内容：教科書や参考文献を用いて学習し、授業準備を行うこと。（60分）

復習内容：再度、教科書や配布資料を読み、その日の講義内容を十分に復習し、理解を深めるとともに、

　　　　　応用出来る記憶として定着させること。（90分）

■ホームページ
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シラバス№： 1811900065

臨床各論Ⅹ科目名　：

英文名　：

医学部所属教員担当者　：

医学科開講学科：

210時間 開講期： 必修科目必修選択の別：開講年次：単　位　： 4年次

科目区分： 専門科目

備　考　：

■授業概要・方法等

本UNITでは、主に講義の形態で授業を行う。これまでのUNIT講義で不十分であった部分、学生の理解が十分でないと考えられ

る部分を補う授業を行う。このために、各診療科の主要疾患の臨床病態、兆候、検査、治療について再確認のための講義を行

う。また、これまでのUNIT講義とは異なる角度から、特に臨床実習を行うにあたって必要とされる症候病態についての講義や症

例ベースの授業を行う。さらに、臨床実習を開始する前に医師としてのプロフェッショナリズムについての意識を高める。

■学習・教育目標及び到達目標

関連するディプロマポリシー

①医学の知識と技能

②自律的学習能力

③プロフェッショナリズム

関連する教育アウトカム

①医学的知識

②自律的継続的学習能力

③課題解決能力と医学研究への連結

キーワード

医学的知識、臨床病態、臨床推論、課題解決能力

学習・教育目標

これまでのUNIT講義で修得が不十分であった領域を学びなおすとともに、臨床実習に必要とされる総合的な実力を習得する。

到達目標

１．これまでのUNIT講義で修得が不十分であった領域について理解する。

２．これまでのUNIT講義で修得した知識を発展させて病態理解を深める。

３．症例を通じて、臨床の場で必要な医学的知識を習得する。

４．症例を通じて、臨床推論能力、課題解決能力を高める。

５．CBTで問われる知識を習得する。

６．臨床実習を開始する前に医師としてのプロフェッショナリズムについての意識を高める。

■成績評価方法および基準

CBTによって判定する。 100%

■試験・課題に対するフィードバック方法

オフィスアワーで担当各科が対応する。

■教科書

特に定めない。

■参考文献

CBT対策として出版された問題集など。

■関連科目

臨床各論Ⅸ

■授業評価アンケート実施方法

実施規程に準拠して行う。
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■研究室・メールアドレス

各診療科医局

■オフィスアワー

臨床各論試験Ⅹ試験日の翌日。16時～17時。

■授業計画の内容及び時間外学修の内容・時間

各診療科の復習や症例アプローチを中心とした講義である。これまでのUNIT講義で修得が不十分であった領域について学びなお

し、また、習得した医学的知識を実際の臨床に生かすための講義が行われる。特に、症例から学ぶ授業を通じて、臨床推論能力

や課題解決能力の育成に比重がおかれる。これらを通じて、CBTで問われる基礎的医学知識、病態生理・症候病態についての知

識、臨床推論能力まで習得するための学修が必要である。

予習内容：これまでのUNIT講義の復習をする。

予習時間：60分

復習内容：CBT対策まで発展させる。

復習時間：200分

■ホームページ
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シラバス№： 1811900043

臨床実習（C・C）科目名　：

英文名　：

医学部所属教員担当者　：

医学科開講学科：

通年2120時

間

開講期： 必修科目必修選択の別：開講年次：単　位　： 4～6年次

科目区分： 専門科目

備　考　：

■授業概要・方法等

臨床実習の手引きに従い、実習を行う。

１.　医学生（Student doctor）が、医療チームの一員として実際の患者診療に従事しながら臨床実習を行う。

２.　指導医による指導・監督のもとに、許容された一定範囲の医行為を行い、Student doctorとしての責任を負う。

３.　将来、医師となるために必要な知識、技能、態度および価値観を身につける。

■学習・教育目標及び到達目標

関連するディプローマポリシー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　①医師になるため

に必要な医学の知識と技能を修得し、さらに日々向上に努めること。　　　　　　　　　　②患者に対する思いやりと奉仕の精

神、また、チームワークにおける協調精神を身につけること。　　　　　③プロフェッショナルとしての高い使命感と倫理観を

持ち、人に愛され、人に信頼され、人に尊敬される医師を目指すこと。

関連教育アウトカム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　①医学的知識

②診療の基本的技能　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　③コミュニケー

ション能力 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　④チーム医療

⑤医療安全

キーワード

基本的技能、コミュニケーション、チーム医療、医療安全

上記のアウトカムを達成するために付帯的な学習目標・行動目標を示す。

１．初期研修医として直ちに勤務可能な臨床能力を卒業時までに習得する。

Student doctorとして実際の医療現場で診断および治療に参画し、実体験を通して臨床医学を学ぶ。卒業時点においては初期研

修医として直ちに勤務可能な知識・技能・態度を修得する。

２．医師の責任を学ぶ。

医師として患者さんを担当することは非常に大きな医療上の責任を持つことを意味する。真摯に、緊張感を持って医療技術の習

得に努めなければならない。また、必ず指導医の監督・指導に従い医行為を行なう。

３．医療行為における患者人権の尊重、すなわち、医の倫理を学ぶ。

常に患者の安全、人権、利益を第一に考え、患者中心の医療が行なわれていることを学ぶ。また、患者さんの羞恥心を配慮し、

医療上知り得た患者の秘密を守ることの重要性を理解する。

４．インフォームドコンセント（IC）の方法を学ぶ。

ICとは患者が診療の内容についてよく説明を受け、十分に理解した上で、患者が自らの自由意志に基づきその医療行為について

医療者と合意することである。ICの現場に同席しその重要性を学ぶ。

５．チーム医療を学ぶ。

学生（Student doctor）は看護師や技師、薬剤師、理学療法士、事務員など多くの医療スタッフからなる医療チームの一員とし

て医療に参画する。そして、医療が多職種の連携と恊働により行なわれ、医師はその中核的役割を果たすことを学ぶ。

６．医師としてのコミュニケーション能力を磨く。

医師と患者さんとの信頼関係、様々な医療スタッフとの好ましい人間関係を築くための態度やコミュニケーション能力を磨き、

医師のヒューマニズムのあり方を現場で学ぶ。

７．医師としての良好な態度を身につける。

医師にふさわしい服装や言葉使い、患者さんの人格や個別性を尊重する姿勢、患者さんの気持ちや心を思いやる優しさなど、医

師としての基本的、人間的な態度を身につける。このことは、医学知識や医療技術と同様に医療の質的向上に必須である。
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関連するディプローマポリシー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　①医師になるため

に必要な医学の知識と技能を修得し、さらに日々向上に努めること。　　　　　　　　　　②患者に対する思いやりと奉仕の精

神、また、チームワークにおける協調精神を身につけること。　　　　　③プロフェッショナルとしての高い使命感と倫理観を

持ち、人に愛され、人に信頼され、人に尊敬される医師を目指すこと。

関連教育アウトカム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　①医学的知識

②診療の基本的技能　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　③コミュニケー

ション能力 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　④チーム医療

⑤医療安全

キーワード

基本的技能、コミュニケーション、チーム医療、医療安全

上記のアウトカムを達成するために付帯的な学習目標・行動目標を示す。

１．初期研修医として直ちに勤務可能な臨床能力を卒業時までに習得する。

Student doctorとして実際の医療現場で診断および治療に参画し、実体験を通して臨床医学を学ぶ。卒業時点においては初期研

修医として直ちに勤務可能な知識・技能・態度を修得する。

２．医師の責任を学ぶ。

医師として患者さんを担当することは非常に大きな医療上の責任を持つことを意味する。真摯に、緊張感を持って医療技術の習

得に努めなければならない。また、必ず指導医の監督・指導に従い医行為を行なう。

３．医療行為における患者人権の尊重、すなわち、医の倫理を学ぶ。

常に患者の安全、人権、利益を第一に考え、患者中心の医療が行なわれていることを学ぶ。また、患者さんの羞恥心を配慮し、

医療上知り得た患者の秘密を守ることの重要性を理解する。

４．インフォームドコンセント（IC）の方法を学ぶ。

ICとは患者が診療の内容についてよく説明を受け、十分に理解した上で、患者が自らの自由意志に基づきその医療行為について

医療者と合意することである。ICの現場に同席しその重要性を学ぶ。

５．チーム医療を学ぶ。

学生（Student doctor）は看護師や技師、薬剤師、理学療法士、事務員など多くの医療スタッフからなる医療チームの一員とし

て医療に参画する。そして、医療が多職種の連携と恊働により行なわれ、医師はその中核的役割を果たすことを学ぶ。

６．医師としてのコミュニケーション能力を磨く。

医師と患者さんとの信頼関係、様々な医療スタッフとの好ましい人間関係を築くための態度やコミュニケーション能力を磨き、

医師のヒューマニズムのあり方を現場で学ぶ。

７．医師としての良好な態度を身につける。

医師にふさわしい服装や言葉使い、患者さんの人格や個別性を尊重する姿勢、患者さんの気持ちや心を思いやる優しさなど、医

師としての基本的、人間的な態度を身につける。このことは、医学知識や医療技術と同様に医療の質的向上に必須である。

■成績評価方法および基準

臨床実習評価シートに基づき、教授その他の教員および担当指導医は実習態度を含めて評価を行う。さらに、臨床実習記録（ロ

グブック）、病棟回診、症例レポート、症例発表、小試験、口頭試問など併せて総合的に評価する。成績が不良の場合には再履

修を行う。 100%

■試験・課題に対するフィードバック方法

4学年の１月から開始の実習Ⅰ（ローテーション、40週）は、実習を前半と後半に分けて実習終了部分について評価判定を行な

い学生に通知する。成績が不良の場合には再履修を行なう。

５学年の１月から開始の実習Ⅱ（選択クリニカルクラークシップ、20週）は、６学年の６月末に評価判定を行ない学生に通知す

る。成績が不良の場合には再履修を行なう。

■教科書

各診療科でその都度指定する。

■参考文献

各診療科でその都度指定する。

■関連科目

すべての医学部開講専門科目

■授業評価アンケート実施方法

実施規定に準拠して行う。

■研究室・メールアドレス

学務課・gakumu@med.kindai.ac.jp

■オフィスアワー

各診療科教員が随時受けつける（診療業務により不在の場合があります）。

■授業計画の内容及び時間外学修の内容・時間

１．実習Ⅰローテーション（4学年1月から5学年12月の40週）

　見学型の実習を基本とし、少人数のグループに分かれて各科１～３週のローテーション実習を行なう。いずれ診療科も必修で

ある。他の医療施設を見学出来るよう１週間の自習週を設けている。

ローテーション実習を行なう診療科とその週数

　３週間実習

　　外科（上部消化管、下部消化管、肝胆膵、呼吸器、小児、乳線など）

　２週間実習

　　循環器内科、内分泌・代謝・糖尿病内科、消化器内科、血液・膠原病内科（血液）、神経内科、

　　腫瘍内科、呼吸器・アレルギー内科、小児科、産科婦人科、放射線医学

　１週間もしくは1週間未満実習

　　血液・膠原病内科（膠原病）、腎臓内科、心療内科、精神神経科、心臓血管外科、

　　整形外科、脳神経外科、皮膚科学、形成外科、泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科、麻酔科、

　　リハビリテーション科、救命救急科、中央臨床検査、臨床病理、奈良病院、

　　地域医療実習（和歌山件串本町、くしもと病院）

２．実習Ⅱクリニカルクラークシップ（5学年1月から6学年6月の20週）

　実習先診療科および学外施設、実習期間を決定するためアンケート調査をおこなう（希望が重なる場合には学務課において調

整を行なう）。各診療科（奈良病院含める）での診療参加型の実習に加えて、学外施設（提携を結んだ地域の病院や研究所やそ

の他）での実習を行なう。

予習内容：翌日の臨床実習における行動計画を立案する．そのために必要な知識を自学自習。

予習時間：30分

復習内容：本日の実習の振り返りと必要事項の自学自習。

復習時間：60分
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１．実習Ⅰローテーション（4学年1月から5学年12月の40週）

　見学型の実習を基本とし、少人数のグループに分かれて各科１～３週のローテーション実習を行なう。いずれ診療科も必修で

ある。他の医療施設を見学出来るよう１週間の自習週を設けている。

ローテーション実習を行なう診療科とその週数

　３週間実習

　　外科（上部消化管、下部消化管、肝胆膵、呼吸器、小児、乳線など）

　２週間実習

　　循環器内科、内分泌・代謝・糖尿病内科、消化器内科、血液・膠原病内科（血液）、神経内科、

　　腫瘍内科、呼吸器・アレルギー内科、小児科、産科婦人科、放射線医学

　１週間もしくは1週間未満実習

　　血液・膠原病内科（膠原病）、腎臓内科、心療内科、精神神経科、心臓血管外科、

　　整形外科、脳神経外科、皮膚科学、形成外科、泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科、麻酔科、

　　リハビリテーション科、救命救急科、中央臨床検査、臨床病理、奈良病院、

　　地域医療実習（和歌山件串本町、くしもと病院）

２．実習Ⅱクリニカルクラークシップ（5学年1月から6学年6月の20週）

　実習先診療科および学外施設、実習期間を決定するためアンケート調査をおこなう（希望が重なる場合には学務課において調

整を行なう）。各診療科（奈良病院含める）での診療参加型の実習に加えて、学外施設（提携を結んだ地域の病院や研究所やそ

の他）での実習を行なう。

予習内容：翌日の臨床実習における行動計画を立案する．そのために必要な知識を自学自習。

予習時間：30分

復習内容：本日の実習の振り返りと必要事項の自学自習。

復習時間：60分

■ホームページ
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シラバス№： 1811900023

臨床総論Ⅰ/実習科目名　：

英文名　：

平出　敦・伊木　雅之・松村　到・上硲　俊法・岡田　満・辰巳　陽一・

三井　良之・平野　豊・竹中　完・岩永　賢司・栁生　行伸

担当者　：

医学科開講学科：

100時間 開講期： 必修科目必修選択の別：開講年次：単　位　： 2年次

科目区分： 専門科目

備　考　：

■授業概要・方法等

本学のカリキュラムの特徴として、学ぶべき内容を順次修得するだけではなく、様々な視点から角度を変えて、重層的に学びを

蓄積することをめざしている。このシリーズは、臨床医学への入門シリーズとして、開講するもので、単に個々の領域を学ぶの

ではなく、基礎医学で修得した生体の解剖、機能、病因に関する理解を基盤として、診断学の基礎を修得し、診療において、生

体の情報が、どのようにとらえられるのかを総論的、横断的な視点から学ぶシリーズである。このシリーズの学習を通じて、卒

業後に適切な医療的責務を果たせるようになるための知識、医療専門職としての技能の基本を修得する。その修得の方法とし

て、シミュレーション学習も採用する。このシリーズで学ぶことで、医師としての身近な基本技能や診療に対する考え方など

が、身につくのであり、医師としてのキャリアに大きな影響を及ぼす内容といえる。病院体験についても、今後のプログラムで

は経験できない貴重な体験内容を含んでいる。このようなプログラムが学生の学習に効果をあげるために、シリーズ前半の知識

の修得が十分できていることが求められる。

■学習・教育目標及び到達目標

一般目標（GIO）

 正常な生体の解剖、機能、病因に関する理解を基盤として、診断学の基礎を学習し、診療において、生体のシグナルが、どのよ

うにとらえられるのかを総論的、横断的な視点から学ぶ。それとともに、卒業後に適切な医療的責務を果たせるようになるため

の知識、医療専門職の基本を修得する。

行動目標（SBOs）

１．卒業後に適切な医療的責務を果たせるようになるように知識、医療専門職としての技能や素養の修得が必要なことを説明で

きる。

２．患者とのコミュニケーションが診療のプロセスでいかに重要かを述べることができる。

３．診療のプロセスにおけるEBMの実践の意味を伝えることができる。

４．診断学に求められる身体診察の手法とフィジカルアセスメントを説明できる。

５．生体からのシグナルが、どのような手段で診断に使われているかを概説できる。

６．臨床検査や画像診断での正常像を生体の解剖、機能で学んだ知識に基づき説明できる。

７．診療において医療安全、医療倫理がどのような意味で重要かを概説できる。

８．病院体験を通じて医療サービスの実際を体験するとともに、チーム医療の重要性を伝えることができる。

９．シミュレーション実習を通じて、医療行為の基本を体験する。

これらの目標は本学の教育アウトカムの「医学的知識」「倫理とプロフェッショナリズム」「診療の基本的技能」「医療安全」

「チーム医療」「コミュニケーション能力」「医療の社会性の理解」に関与している。またディプロマポリシーの１．医師にな

るために必要な医学の知識と技能を修得し、さらに日々向上に努めること、４．患者に対する思いやりと奉仕の精神を身に着け

ること、５．チーム医療に必要な協調精神とコミュニケーション能力を身に着けること、に特に関連している。

■成績評価方法および基準

筆記試験 50%

レポート 50%

■試験・課題に対するフィードバック方法

筆記試験に関しては、講評の時間を設ける。レポートに関しては、学生自身の体験やその成果を尊重する。しかし、不十分な場

合には、書き直しを求めることがある。

■教科書

[ISBN]9784260020640 『内科診断学 第3版』 (福井 次矢, 医学書院 : 2016)

■参考文献

[ISBN]9784765311373 『内科診断学』 (金芳堂 : 2004)

[ISBN]9784524253272 『内科診断学』 (武内 重五郎, 南江堂 : 2011)275



[ISBN]9784765311373 『内科診断学』 (金芳堂 : 2004)

[ISBN]9784524253272 『内科診断学』 (武内 重五郎, 南江堂 : 2011)

■関連科目

臨床総論Ⅱ/実習、臨床総論Ⅲ/実習

■授業評価アンケート実施方法

実施規程に準拠して行う。

■研究室・メールアドレス

授業担当の各教室の連絡先参照。統括オフィスは円形棟　地下IR室。

■オフィスアワー

毎週金曜日　16時から17時。

■授業計画の内容及び時間外学修の内容・時間

臨床医学とは

臨床医学の素晴らしさを知るとともにすぐれた臨床医の像を描けるようになる。

医療面接とコミュニケーション

病歴の意味について学び、患者の物語を診療に適した形で整理し、記録できる。

臨床推論：EBMを学ぶ

診療における論理的な推論の組み立ての重要性を学び、科学的根拠に基づいて診療方法を選択する手法を身につける。

統合授業　診断学入門：バイタルサイン

患者情報の共有のために数値化された生命徴候の情報の評価が重要であることを理解し、バイタルサインをとることができる。

統合授業　診断学入門：胸部

診断アプローチの一環として胸部診察の基本を学び、胸部のフィジカルアセスメントが実践できる。

統合授業　診断学入門：腹部

診断アプローチの一環として腹部診察の基本を学び、腹部のフィジカルアセスメントが実践できる。

臨床医とは

診療の中で医療的責務を果たせる臨床医をめざすことができるようになる。

心臓からのシグナル：心音

心臓からのシグナルとしての心音をとらえることができるようになる。

心臓からのシグナル：心電図Ⅰ

心臓からの電気的なシグナルとしての心電図を基礎から学ぶ。

統合授業　診断学入門：運動器・神経

診断アプローチの一環として運動器/神経診察の基本を学び、運動器/神経のフィジカルアセスメントが実践できる。

医療安全２

1年次の医療安全授業に引き続き、診療におけるpatient safetyの考え方を知り、医療安全の重要性を理解する。

検査総論（EBMと検査）

検査からえられた情報を生かして、どのようにEBMを実践するかを理解する。

細菌・免疫血清検査（EBM実践）

細菌・免疫血清検査からえられた情報を生かして、いかにEBMを実践するかを学ぶ。

放射線による情報：画像Ⅰ

画像からいかに情報をえて、診療のプロセスに生かせるかを学ぶ。

消化管を探る：内視鏡Ⅰ

上部消化管内視鏡からいかに情報をえて、診療のプロセスに生かせるかを学ぶ。

心臓からのシグナル：心電図Ⅱ

心臓からの電気的なシグナルとしての心電図を、いかに診療のプロセスに生かすかを学ぶ。

一般・血液検査（EBM実践）

一般・血液検査からえられた情報を生かして、いかにEBMを実践するかを学ぶ。

放射線による情報：画像Ⅱ

画像からいかに情報をえて、診療のプロセスに生かせるかを学ぶ。

超音波による情報：腹部エコー

腹部エコー検査からいかに情報をえて、診療のプロセスに生かせるかを学ぶ。

超音波による情報：心エコーⅠ

心エコー検査からいかに情報をえて、診療のプロセスに生かせるかを学ぶ。

超音波による情報：心音図・心機図

心音図・心機図からいかに情報をえて、診療のプロセスに生かせるかを学ぶ。

放射線による情報：画像Ⅲ

画像からいかに情報をえて、診療のプロセスに生かせるかを学ぶ。

臨床化学検査（EBM実践）

臨床化学検査からえられた情報を生かして、いかにEBMを実践するかを学ぶ。

呼吸機能検査

呼吸機能検査からいかに情報をえて、診療のプロセスに生かせるかを学ぶ。

消化管を探る：内視鏡Ⅱ

下部消化管内視鏡からいかに情報をえて、診療のプロセスに生かせるかを学ぶ。

神経診察の基本

身体診察の一つとして神経診察の基本を学び診療に生かすことができるようになる。

放射線による情報：画像Ⅳ

画像からいかに情報をえて、診療のプロセスに生かせるかを学ぶ。

超音波による情報：心エコーⅡ

心エコー検査からいかに情報をえて、診療のプロセスに生かせるかを学ぶ。

外科の基本

外科学の基本的な考え方を学ぶ。

医療倫理

診療の中で医療的責務を果たすたために医療倫理を学ぶ重要性を理解する。

放射線による情報：画像Ⅴ

画像からいかに情報をえて、診療のプロセスに生かせるかを学ぶ。

気道管理

呼吸の維持のために、いかに気道管理が重要かを学ぶ。

シミュレーション実習：一次救命処置

シミュレーションを通じて一次救命処置に習熟する。

シミュレーション実習：意識障害

シミュレーションを通じて意識障害の評価に習熟する。

相互学習：心電図 相互学習を通じて心電図の基本に習熟する。

相互学習：医療安全 相互学習を通じて医療安全の基本的な考え方を学ぶ。

相互学習：全人的医療 相互学習を通じて全人的医療の基本的な考え方を学ぶ。

将来をみすえて：病院体験実習

病院におけるサービスを知り、現在および将来において必要となることを考えてみる。

振り返り このシリーズで学んだことをまとめて自分の学習のプロセスや目標を組みたてる。

予習内容：関連する基礎医学の内容で病態に関する部分を予習する。

予習時間：60分

復習内容：診断学的な視点で取りまとめる。

復習時間：120分
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臨床医学とは

臨床医学の素晴らしさを知るとともにすぐれた臨床医の像を描けるようになる。

医療面接とコミュニケーション

病歴の意味について学び、患者の物語を診療に適した形で整理し、記録できる。

臨床推論：EBMを学ぶ

診療における論理的な推論の組み立ての重要性を学び、科学的根拠に基づいて診療方法を選択する手法を身につける。

統合授業　診断学入門：バイタルサイン

患者情報の共有のために数値化された生命徴候の情報の評価が重要であることを理解し、バイタルサインをとることができる。

統合授業　診断学入門：胸部

診断アプローチの一環として胸部診察の基本を学び、胸部のフィジカルアセスメントが実践できる。

統合授業　診断学入門：腹部

診断アプローチの一環として腹部診察の基本を学び、腹部のフィジカルアセスメントが実践できる。

臨床医とは

診療の中で医療的責務を果たせる臨床医をめざすことができるようになる。

心臓からのシグナル：心音

心臓からのシグナルとしての心音をとらえることができるようになる。

心臓からのシグナル：心電図Ⅰ

心臓からの電気的なシグナルとしての心電図を基礎から学ぶ。

統合授業　診断学入門：運動器・神経

診断アプローチの一環として運動器/神経診察の基本を学び、運動器/神経のフィジカルアセスメントが実践できる。

医療安全２

1年次の医療安全授業に引き続き、診療におけるpatient safetyの考え方を知り、医療安全の重要性を理解する。

検査総論（EBMと検査）

検査からえられた情報を生かして、どのようにEBMを実践するかを理解する。

細菌・免疫血清検査（EBM実践）

細菌・免疫血清検査からえられた情報を生かして、いかにEBMを実践するかを学ぶ。

放射線による情報：画像Ⅰ

画像からいかに情報をえて、診療のプロセスに生かせるかを学ぶ。

消化管を探る：内視鏡Ⅰ

上部消化管内視鏡からいかに情報をえて、診療のプロセスに生かせるかを学ぶ。

心臓からのシグナル：心電図Ⅱ

心臓からの電気的なシグナルとしての心電図を、いかに診療のプロセスに生かすかを学ぶ。

一般・血液検査（EBM実践）

一般・血液検査からえられた情報を生かして、いかにEBMを実践するかを学ぶ。

放射線による情報：画像Ⅱ

画像からいかに情報をえて、診療のプロセスに生かせるかを学ぶ。

超音波による情報：腹部エコー

腹部エコー検査からいかに情報をえて、診療のプロセスに生かせるかを学ぶ。

超音波による情報：心エコーⅠ

心エコー検査からいかに情報をえて、診療のプロセスに生かせるかを学ぶ。

超音波による情報：心音図・心機図

心音図・心機図からいかに情報をえて、診療のプロセスに生かせるかを学ぶ。

放射線による情報：画像Ⅲ

画像からいかに情報をえて、診療のプロセスに生かせるかを学ぶ。

臨床化学検査（EBM実践）

臨床化学検査からえられた情報を生かして、いかにEBMを実践するかを学ぶ。

呼吸機能検査

呼吸機能検査からいかに情報をえて、診療のプロセスに生かせるかを学ぶ。

消化管を探る：内視鏡Ⅱ

下部消化管内視鏡からいかに情報をえて、診療のプロセスに生かせるかを学ぶ。

神経診察の基本

身体診察の一つとして神経診察の基本を学び診療に生かすことができるようになる。

放射線による情報：画像Ⅳ

画像からいかに情報をえて、診療のプロセスに生かせるかを学ぶ。

超音波による情報：心エコーⅡ

心エコー検査からいかに情報をえて、診療のプロセスに生かせるかを学ぶ。

外科の基本

外科学の基本的な考え方を学ぶ。

医療倫理

診療の中で医療的責務を果たすたために医療倫理を学ぶ重要性を理解する。

放射線による情報：画像Ⅴ

画像からいかに情報をえて、診療のプロセスに生かせるかを学ぶ。

気道管理

呼吸の維持のために、いかに気道管理が重要かを学ぶ。

シミュレーション実習：一次救命処置

シミュレーションを通じて一次救命処置に習熟する。

シミュレーション実習：意識障害

シミュレーションを通じて意識障害の評価に習熟する。

相互学習：心電図 相互学習を通じて心電図の基本に習熟する。

相互学習：医療安全 相互学習を通じて医療安全の基本的な考え方を学ぶ。

相互学習：全人的医療 相互学習を通じて全人的医療の基本的な考え方を学ぶ。

将来をみすえて：病院体験実習

病院におけるサービスを知り、現在および将来において必要となることを考えてみる。

振り返り このシリーズで学んだことをまとめて自分の学習のプロセスや目標を組みたてる。

予習内容：関連する基礎医学の内容で病態に関する部分を予習する。

予習時間：60分

復習内容：診断学的な視点で取りまとめる。

復習時間：120分
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臨床医学とは

臨床医学の素晴らしさを知るとともにすぐれた臨床医の像を描けるようになる。

医療面接とコミュニケーション

病歴の意味について学び、患者の物語を診療に適した形で整理し、記録できる。

臨床推論：EBMを学ぶ

診療における論理的な推論の組み立ての重要性を学び、科学的根拠に基づいて診療方法を選択する手法を身につける。

統合授業　診断学入門：バイタルサイン

患者情報の共有のために数値化された生命徴候の情報の評価が重要であることを理解し、バイタルサインをとることができる。

統合授業　診断学入門：胸部

診断アプローチの一環として胸部診察の基本を学び、胸部のフィジカルアセスメントが実践できる。

統合授業　診断学入門：腹部

診断アプローチの一環として腹部診察の基本を学び、腹部のフィジカルアセスメントが実践できる。

臨床医とは

診療の中で医療的責務を果たせる臨床医をめざすことができるようになる。

心臓からのシグナル：心音

心臓からのシグナルとしての心音をとらえることができるようになる。

心臓からのシグナル：心電図Ⅰ

心臓からの電気的なシグナルとしての心電図を基礎から学ぶ。

統合授業　診断学入門：運動器・神経

診断アプローチの一環として運動器/神経診察の基本を学び、運動器/神経のフィジカルアセスメントが実践できる。

医療安全２

1年次の医療安全授業に引き続き、診療におけるpatient safetyの考え方を知り、医療安全の重要性を理解する。

検査総論（EBMと検査）

検査からえられた情報を生かして、どのようにEBMを実践するかを理解する。

細菌・免疫血清検査（EBM実践）

細菌・免疫血清検査からえられた情報を生かして、いかにEBMを実践するかを学ぶ。

放射線による情報：画像Ⅰ

画像からいかに情報をえて、診療のプロセスに生かせるかを学ぶ。

消化管を探る：内視鏡Ⅰ

上部消化管内視鏡からいかに情報をえて、診療のプロセスに生かせるかを学ぶ。

心臓からのシグナル：心電図Ⅱ

心臓からの電気的なシグナルとしての心電図を、いかに診療のプロセスに生かすかを学ぶ。

一般・血液検査（EBM実践）

一般・血液検査からえられた情報を生かして、いかにEBMを実践するかを学ぶ。

放射線による情報：画像Ⅱ

画像からいかに情報をえて、診療のプロセスに生かせるかを学ぶ。

超音波による情報：腹部エコー

腹部エコー検査からいかに情報をえて、診療のプロセスに生かせるかを学ぶ。

超音波による情報：心エコーⅠ

心エコー検査からいかに情報をえて、診療のプロセスに生かせるかを学ぶ。

超音波による情報：心音図・心機図

心音図・心機図からいかに情報をえて、診療のプロセスに生かせるかを学ぶ。

放射線による情報：画像Ⅲ

画像からいかに情報をえて、診療のプロセスに生かせるかを学ぶ。

臨床化学検査（EBM実践）

臨床化学検査からえられた情報を生かして、いかにEBMを実践するかを学ぶ。

呼吸機能検査

呼吸機能検査からいかに情報をえて、診療のプロセスに生かせるかを学ぶ。

消化管を探る：内視鏡Ⅱ

下部消化管内視鏡からいかに情報をえて、診療のプロセスに生かせるかを学ぶ。

神経診察の基本

身体診察の一つとして神経診察の基本を学び診療に生かすことができるようになる。

放射線による情報：画像Ⅳ

画像からいかに情報をえて、診療のプロセスに生かせるかを学ぶ。

超音波による情報：心エコーⅡ

心エコー検査からいかに情報をえて、診療のプロセスに生かせるかを学ぶ。

外科の基本

外科学の基本的な考え方を学ぶ。

医療倫理

診療の中で医療的責務を果たすたために医療倫理を学ぶ重要性を理解する。

放射線による情報：画像Ⅴ

画像からいかに情報をえて、診療のプロセスに生かせるかを学ぶ。

気道管理

呼吸の維持のために、いかに気道管理が重要かを学ぶ。

シミュレーション実習：一次救命処置

シミュレーションを通じて一次救命処置に習熟する。

シミュレーション実習：意識障害

シミュレーションを通じて意識障害の評価に習熟する。

相互学習：心電図 相互学習を通じて心電図の基本に習熟する。

相互学習：医療安全 相互学習を通じて医療安全の基本的な考え方を学ぶ。

相互学習：全人的医療 相互学習を通じて全人的医療の基本的な考え方を学ぶ。

将来をみすえて：病院体験実習

病院におけるサービスを知り、現在および将来において必要となることを考えてみる。

振り返り このシリーズで学んだことをまとめて自分の学習のプロセスや目標を組みたてる。

予習内容：関連する基礎医学の内容で病態に関する部分を予習する。

予習時間：60分

復習内容：診断学的な視点で取りまとめる。

復習時間：120分

■ホームページ
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シラバス№： 1811900083

臨床総論Ⅱ/実習（外科概論）科目名　：

英文名　：

奥野　清隆・竹山　宜典・光冨　徹哉・安田　卓司・八木　誠・菰池　佳史・

磯貝　典孝・佐賀　俊彦・北澤　康秀・村尾　佳則・肥田　仁一・

中居　卓也・松本　逸平・佐々木　隆二・所　忠男・尾上　雅彦・

上田　和毅・保田　知生

担当者　：

医学科開講学科：

90時間 開講期： 必修科目必修選択の別：開講年次：単　位　： 3年次

科目区分： 専門科目

備　考　：

■授業概要・方法等

講義が主体である。外科学総論として、外科の歴史、無菌法、消毒、診察、手術手技、ショック、外傷、チーム医療、患者安

全、周術期管理と合併症等について述べる。外科学では一般に臓器割りになりがちであるが外科学全体の横断的視点から理解を

深める。次いで、各論として臓器別の外科学について一時間ずつで要点をまとめる。全講義終了後には多肢選択式の客観的試験

と重要課題に対する小論文を課して習熟度を総合的に評価する。

■学習・教育目標及び到達目標

関連ディプロマポリシー

　①プロフェッショナルとしての高い使命感と倫理観を持ち、人に愛され、人に信頼され、人に尊敬される医師を目指すこと。

　②患者に対する思いやりと奉仕の精神、また、チームワークにおける協調精神を身につけること。

　③医師になるために必要な医学の知識と技能を修得し、さらに日々向上に努めること。

関連教育アウトカム

　①倫理とプロフェッショナリズム

　②医学的知識

　③診療の基本的技能

キーワード（５つ以下）

　病因、病態、診断、治療

①一般目標（GIO）

治療医学としての外科学を横断的に理解する

行動目標（SBOs）

1. 外科の歴史、外科医の立場、informed consentについて理解し説明する

2. 外科における診察および手術や処置の基本手技について説明できる

3. 外科治療におけるコミュニケーションとチーム医療の必要性について理解し説明できる

4. 無菌法、消毒の原理について理解し説明できる

5. 損傷と創傷治癒について理解し説明できる

6. 外科侵襲の病態生理、免疫機構について理解し説明できる

7. 術後合併症と周術期管理の原則について学び説明できる

8. ショックと救急、外傷外科について理解し説明できる

9. 外科手術と安全管理について理解し説明できる

10. 臓器移植について理解し説明できる

11．外科と免疫について理解し説明できる

12．腫瘍外科学の原則についてについて理解し説明できる

13．内視鏡外科、ロボット外科について理解し説明できる

14．各臓器の外科について概要を理解する（上部消化管、下部消化管、肝胆膵、呼吸器、乳腺内分泌、小児、心臓血管、ヘルニ

ア等）

■成績評価方法および基準

日々の授業での参画、貢献 10%

多肢選択式客観的試験 45%

小論文 45%

■試験・課題に対するフィードバック方法

学生は授業前に教科書を用いて予習し、授業準備を行う。授業終了後は、その日の講義内容を十分復習し、配布資料を読み、理

解を深めるとともに、応用できる記憶として定着させる。
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学生は授業前に教科書を用いて予習し、授業準備を行う。授業終了後は、その日の講義内容を十分復習し、配布資料を読み、理

解を深めるとともに、応用できる記憶として定着させる。

■教科書

[ISBN]9784260021487 『標準外科学 第14版 (Standard textbook)』 (畠山 勝義, 医学書院 : 2016)

[ISBN]9784524222391 『NEW外科学 改訂第3版 (Nankodo’s essential wellーadvan)』 (南江堂 : 2012)

[ISBN]9784260000963 『新臨床外科学』 (武藤 徹一郎, 医学書院 : 2006)

[ISBN]9780071838917 『Schwartz's Principles of Surgery, 10th Edition』 (F. Brunicardi, McGraw-Hill Professional :

2016)

■参考文献

[ISBN]9784260027809 『標準小児外科学 第7版 (標準医学シリーズ)』 (医学書院 : 2017)

[ISBN]9784498060487 『乳癌手術ビジュアルテキスト』 (福富 隆志, 中外医学社 : 2009)

■関連科目

消化器（上部、下部、肝胆膵）外科

呼吸器外科

心臓血管外科

形成外科

救急医学

麻酔学

■授業評価アンケート実施方法

実施規定に準拠して行う

■研究室・メールアドレス

研究棟1階 外科・gekagaku@edu.med.kindai.ac.jp

■オフィスアワー

月～金曜日　9時～17時

■授業計画の内容及び時間外学修の内容・時間

◆プロフェッショナリズム、外科の歴史、外科医の立場

外科学の進歩と変遷、外科医の地位の確立、近代外科学の基礎と開花、外科手術の安全性と向上、外科医の倫理と訴訟等につい

て講義する。

◆外科侵襲の病態生理、免疫機構

外科手術後の患者変化の異常を的確に把握するために、外科的侵襲時の正常な生体反応の機序と現象について講義する。

◆無菌法、消毒

無菌法と消毒の概念、歴史、手術部，手術室、手術者の消毒、手術野の消毒、器具・器材の滅菌・消毒、院内感染予防、ディス

ポーサブル器械と医療廃棄物等について講義する。

◆外科における診察の基本手技

基本的な外科診察手技（胸部・腹部等）の視・触・聴診などについて講義する。

◆基本外科手術手技

基本的な外科手術手技（切開、ドレナージ、止血、タンポナーデ、縫合、吻合等）について講義する。

◆ショックの病態と初期対応

ショック（概念、分類、病態生理、症状と検査、モニタリング、治療）ついて講義する。

◆外傷初期診療の基本

外傷外科、救急医学の基本について講義する。

◆外科治療におけるコミュニケーションとチーム医療

外科治療において業務を円滑かつ安全に遂行するために、外科におけるコミュニケーションとチーム医療の重要性とその実現に

ついて講義する。患者医師関係構築に必要な基本的技法、一般的な情報収集に必要な手技、診療録開示、個人情報保護等につい

ても触れる。

◆外科手術と患者安全

手術時のリスクマネジメント、タイムアウト、手術合併症と医療過誤、インシデント，アクシデント異状死の判断と対応につき

講義する。

◆周術期管理と術後合併症

術前臓器機能の評価と術前管理、術後管理（輸液栄養管理、輸血、患者モニタリングなど、術中術後合併症とその対策について

講義する。

◆損傷及び創傷治癒

損傷の処置、創の洗浄，消毒，止血、縫合，外傷、熱傷、低温による損傷、電撃、化学物質、放射線による損傷、動物咬傷とそ

の処置等について講義する。

◆内視鏡外科

内視鏡外科の歴史、現状、長所と短所、ロボット手術等について講義する。

◆急性腹症

急性腹症の診断と治療について講義する。

◆外科と免疫

手術侵襲とサイトカインネットワーク、SIRS（全身性炎症反応症候群）とMOF（多臓器不全）、臓器移植の免疫反応等につき講

義する。

◆外科代謝栄養

外科に必要な栄養学の知識、侵襲によるエネルギー代謝の変化等について講義する。

◆臓器移植

各種臓器移植の歴史と現状、今後の問題点等について講義する。

◆腫瘍外科

腫瘍外科の歴史、ステージング、癌の手術の原則、リンパ節郭清の意義、転移巣に対する外科手術の意義、癌の集学的治療と外

科の役割、癌の予防的手術について講義する。

◆出血・止血・輸血

出血と止血の病態生理、輸血の適応と副作用等について講義する。

◆周術期静脈血栓症の予防と管理

周術期静脈血栓症の疫学と臨床症状、危険因子、予防法、悪性腫瘍と静脈血栓症の関連等について講義する。

◆中心静脈穿刺

中心静脈穿刺の適応、手技、合併症とその対策について講義する。

◆心臓外科

臨床問題を中心とした演習。循環器コースで学習した心臓外科の知識を前提とした演習・解説を中心に、循環器コースで十分に

触れる事が出来なかった事項についても講義を行う。臨床例を用いて更に理解を深める事が出来る。

◆末梢血管外科

閉塞性動脈硬化症およびバージャー病、下肢静脈瘤および深部静脈血栓症その他の末梢血管疾患に対する治療について講義す

る。

◆上部消化管外科

上部消化管の主要な外科的疾患の診断と手術を中心とした治療について概説する。

◆下部消化管外科

下部消化管の主要な外科的疾患の診断と手術を中心とした治療について概説する。

◆肝胆膵外科

肝胆膵の主要な外科的疾患の診断と手術を中心とした治療について概説する。

◆小児外科

小児の主要な外科的疾患の診断と手術を中心とした治療について概説する。

◆呼吸器外科

呼吸器の主要な外科的疾患の診断と手術を中心とした治療について概説する。

◆乳腺内分泌外科

乳腺、甲状腺等の主要な外科的疾患の診断と手術を中心とした治療について概説する。

◆ヘルニア

鼠径ヘルニア、大腿ヘルニア等一般外科領域の主要なヘルニアの診断と手術を中心とした治療について講義する。
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◆プロフェッショナリズム、外科の歴史、外科医の立場

外科学の進歩と変遷、外科医の地位の確立、近代外科学の基礎と開花、外科手術の安全性と向上、外科医の倫理と訴訟等につい

て講義する。

◆外科侵襲の病態生理、免疫機構

外科手術後の患者変化の異常を的確に把握するために、外科的侵襲時の正常な生体反応の機序と現象について講義する。

◆無菌法、消毒

無菌法と消毒の概念、歴史、手術部，手術室、手術者の消毒、手術野の消毒、器具・器材の滅菌・消毒、院内感染予防、ディス

ポーサブル器械と医療廃棄物等について講義する。

◆外科における診察の基本手技

基本的な外科診察手技（胸部・腹部等）の視・触・聴診などについて講義する。

◆基本外科手術手技

基本的な外科手術手技（切開、ドレナージ、止血、タンポナーデ、縫合、吻合等）について講義する。

◆ショックの病態と初期対応

ショック（概念、分類、病態生理、症状と検査、モニタリング、治療）ついて講義する。

◆外傷初期診療の基本

外傷外科、救急医学の基本について講義する。

◆外科治療におけるコミュニケーションとチーム医療

外科治療において業務を円滑かつ安全に遂行するために、外科におけるコミュニケーションとチーム医療の重要性とその実現に

ついて講義する。患者医師関係構築に必要な基本的技法、一般的な情報収集に必要な手技、診療録開示、個人情報保護等につい

ても触れる。

◆外科手術と患者安全

手術時のリスクマネジメント、タイムアウト、手術合併症と医療過誤、インシデント，アクシデント異状死の判断と対応につき

講義する。

◆周術期管理と術後合併症

術前臓器機能の評価と術前管理、術後管理（輸液栄養管理、輸血、患者モニタリングなど、術中術後合併症とその対策について

講義する。

◆損傷及び創傷治癒

損傷の処置、創の洗浄，消毒，止血、縫合，外傷、熱傷、低温による損傷、電撃、化学物質、放射線による損傷、動物咬傷とそ

の処置等について講義する。

◆内視鏡外科

内視鏡外科の歴史、現状、長所と短所、ロボット手術等について講義する。

◆急性腹症

急性腹症の診断と治療について講義する。

◆外科と免疫

手術侵襲とサイトカインネットワーク、SIRS（全身性炎症反応症候群）とMOF（多臓器不全）、臓器移植の免疫反応等につき講

義する。

◆外科代謝栄養

外科に必要な栄養学の知識、侵襲によるエネルギー代謝の変化等について講義する。

◆臓器移植

各種臓器移植の歴史と現状、今後の問題点等について講義する。

◆腫瘍外科

腫瘍外科の歴史、ステージング、癌の手術の原則、リンパ節郭清の意義、転移巣に対する外科手術の意義、癌の集学的治療と外

科の役割、癌の予防的手術について講義する。

◆出血・止血・輸血

出血と止血の病態生理、輸血の適応と副作用等について講義する。

◆周術期静脈血栓症の予防と管理

周術期静脈血栓症の疫学と臨床症状、危険因子、予防法、悪性腫瘍と静脈血栓症の関連等について講義する。

◆中心静脈穿刺

中心静脈穿刺の適応、手技、合併症とその対策について講義する。

◆心臓外科

臨床問題を中心とした演習。循環器コースで学習した心臓外科の知識を前提とした演習・解説を中心に、循環器コースで十分に

触れる事が出来なかった事項についても講義を行う。臨床例を用いて更に理解を深める事が出来る。

◆末梢血管外科

閉塞性動脈硬化症およびバージャー病、下肢静脈瘤および深部静脈血栓症その他の末梢血管疾患に対する治療について講義す

る。

◆上部消化管外科

上部消化管の主要な外科的疾患の診断と手術を中心とした治療について概説する。

◆下部消化管外科

下部消化管の主要な外科的疾患の診断と手術を中心とした治療について概説する。

◆肝胆膵外科

肝胆膵の主要な外科的疾患の診断と手術を中心とした治療について概説する。

◆小児外科

小児の主要な外科的疾患の診断と手術を中心とした治療について概説する。

◆呼吸器外科

呼吸器の主要な外科的疾患の診断と手術を中心とした治療について概説する。

◆乳腺内分泌外科

乳腺、甲状腺等の主要な外科的疾患の診断と手術を中心とした治療について概説する。

◆ヘルニア

鼠径ヘルニア、大腿ヘルニア等一般外科領域の主要なヘルニアの診断と手術を中心とした治療について講義する。

■ホームページ

近畿大学医学部外科学教室　http://www.kindai-geka.jp/
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シラバス№： 1811900051

臨床総論Ⅱ/実習（感染症）科目名　：

英文名　：

吉田　耕一郎・福田　昌彦・大磯　直毅・上硲　俊法・竹山　宜典・

石川　泰章・中山　隆志・松島　知秀・岡野　意浩・桑原　基・西山　理・

田中　宏和

担当者　：

医学科開講学科：

90時間 開講期： 必修科目必修選択の別：開講年次：単　位　： 3年次

科目区分： 専門科目

備　考　：

■授業概要・方法等

授業は講義を中心として行われる。感染症は身体のあらゆる部位に発症するため、感染対策室の教員のみならず、各専門領域の

教員によって講義が行われる。3年生に対する講義であり、感染症コースの時期に各臓器ごとの詳細な病態を履修していない領域

もあると考えられるので、講義では基礎的な免疫や感染病態、抗菌化学療法などの総論的内容から、感染症各論を臓器別、ある

いは病態別、または原因微生物別に解説する。担当教員が工夫して作成した配布資料やパワーポイントを用いて進め、講義の中

でも学生に解答を求めるなど、双方向性の講義を目指す。また近年、社会からも厳しい監視の目を向けられている院内感染への

備えや発生時の対策についても解説する。質問は各講義の途中、もしくは最後に受け付けるが、オフィスアワーを設け、学生の

質問の機会を設ける。感染症コース終了後に試験を実施し、本コースの習熟度を評価する。

■学習・教育目標及び到達目標

関連ディプロマポリシー

①プロフェッショナルとしての高い使命感と倫理観を持ち、人に愛され、人に信頼され、人に尊敬される医師を目指すこと。

②患者に対する思いやりと奉仕の精神、またチームワークにおける協調精神を身につけること。

関連教育アウトカム

①倫理とプロフェショナリズム

②医療安全

③チーム医療

キーワード

感染症、診断、治療、抗菌薬適正使用、院内感染制御

一般目標(GIOs) :

1. 医療者の誰もが診療上で直面する「感染性疾患」に対応するための基本的知識や考え方を習得する。

2. 院内感染制御の基本的考え方を学ぶ。

行動目標(SBOs) :

1. 感染症の病原体の特徴を述べることができる。

2. 感染症の基本的診断法を述べることができる。

3. 抗菌療法の特徴と基本的な使用法を述べることができる。

4. 各感染症の原因微生物、病態、診断法、治療、予後などを述べることができる。

5. 感染対策の基本的方法を述べることができる。

■成績評価方法および基準

定期試験　(五肢択一) 50%

定期試験　(記述問題) 50%

■試験・課題に対するフィードバック方法

試験終了後（試験期間終了後）に模範答案（印刷物）を配布します。

■教科書

矢崎義雄　総編集 内科学 (第10版) 朝倉書店  [ISBN]9784254322306

小川聡　総編集 内科学書 (改定第8版) 中山書店  [ISBN]9784521737751

二木芳人、吉田耕一郎 編集 レジデントのための感染症の診断・治療 ナツメ社 [ISBN] 9784816355042

■参考文献

Bennet JB, et al Principles and Practice of Infectious Diseases.　Eighth edition Elsevier  [ISBN]9781455748013
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■関連科目

微生物学

抗菌化学療法

■授業評価アンケート実施方法

実施規定に準拠して行う。

■研究室・メールアドレス

感染対策室

■オフィスアワー

授業の前後

■授業計画の内容及び時間外学修の内容・時間

第1回  感染症総論

予習内容：感染症の病態と成立の理解

予習時間：15分

復習内容：感染症の病態と成立の理解

復習時間：30分

GIO：感染症の病態を理解する。

SBOs：感染症成立に必要な要素について説明できる。感染症の症状や所見を説明できる。

第2回  感染症の症候・診察・検査 (基礎と臨床)

予習内容：感染症の診察法と検査

予習時間：15分

復習内容：感染症の診断の組み立て

復習時間：30分

GIO：感染症の診察法や検査法を理解する。

SBOs：感染症の診断を組み立てて説明できる。

第3回  眼科領域感染症

予習内容：眼科領域の感染症について

予習時間：15分

復習内容：眼感染症の診断法・治療法

復習時間：30分

GIO：眼科領域感染症を理解する。

SBOs：眼感染症の診断法・治療法について説明できる。

第4回  宿主感染防御能 (基礎と臨床)

予習内容：観戦免疫について

予習時間：15分

復習内容：宿主感染防御能

復習時間：30分

GIO：微生物病原因と宿主感染防御能を理解する。

SBOs：微生物病原因と宿主感染防御能について説明できる。

第5回  院内肺炎

予習内容：院内肺炎の病態

予習時間：15分

復習内容：市中感染症との違いを理解する

復習時間：30分

GIO：院内肺炎の病態を理解する。

SBOs：院内肺炎の特徴、治療を説明できる。

第6回  皮膚科領域感染症

予習内容：皮膚科領域感染症について

予習時間：15分

復習内容：皮膚科領域感染症の所見を理解

復習時間：30分

GIO：皮膚科領域感染症を理解する。

SBOs：1.皮膚のウイルス感染症の起因菌とその特徴を述べることができる。

2.皮膚の細菌感染症の起因菌とその特徴を述べることができる。

3.皮膚結核・非定型抗酸菌感染症の特徴を述べることができる。

4.皮膚の真菌症の起因菌とその特徴を述べることができる。

5.疥癬などの動物性皮膚疾患の特徴を述べることができる。

6.性病の起因菌とその特徴を述べることができる。
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予習内容：皮膚科領域感染症について

予習時間：15分

復習内容：皮膚科領域感染症の所見を理解

復習時間：30分

GIO：皮膚科領域感染症を理解する。

SBOs：1.皮膚のウイルス感染症の起因菌とその特徴を述べることができる。

2.皮膚の細菌感染症の起因菌とその特徴を述べることができる。

3.皮膚結核・非定型抗酸菌感染症の特徴を述べることができる。

4.皮膚の真菌症の起因菌とその特徴を述べることができる。

5.疥癬などの動物性皮膚疾患の特徴を述べることができる。

6.性病の起因菌とその特徴を述べることができる。

第7回  結核

予習内容：結核の病態

予習時間：15分

復習内容：結核の治療と感染防止

復習時間：30分

GIO：結核を理解する。

SBOs：結核について説明できる。

第8回  周術期感染症

予習内容：周術期感染症とは

予習時間：15分

復習内容：周術期感染症の予防と治療

復習時間：30分

GIO：

術後感染症を的確に診断し適切な治療を行うため、術後感染症の病態を理解しその予防策と治療法を知る。

SBOs：

1.手術関連感染の分類について述べることができる。

2.術後感染対策がなぜ重要かを述べることができる。

3.SSIの分類を述べることができる。

4.SSIのリスク因子を列挙できる。

5.SSIの予防対策を時期別に述べることができる。

6.周術期の抗菌薬使用を予防的使用と治療的使用に分けて説明できる。

第9回  肝・胆道感染症

予習内容：肝・胆道感染症とは

予習時間：15分

復習内容：肝・胆道感染症の診断と治療

復習時間：30分

GIO：

肝・胆道系感染症の診断と治療を適切に行うため、肝・胆道系感染症の病態と特徴を理解し、その治療方針を知る。

SBOs：

1.胆道系感染症の起炎菌、感染経路を述べることができる。

2.胆汁感染の危険因子を述べることができる。

3.胆管炎の診断基準を説明できる。

4.急性閉塞性化膿性胆管炎の病態と治療方針を説明できる。

5.胆嚢炎の分類を説明できる。

6.特殊な胆嚢炎を列挙し説明できる。

7.肝膿瘍の感染経路と原因を述べることができる。

8.肝膿瘍の治療方針を説明できる。"

第10回  尿路感染症

予習内容：泌尿器科感染症とは

予習時間：15分

復習内容：泌尿器科感染症の疫学、診断と治療

復習時間：30分

GIO：泌尿器科感染症を理解する。

SBOs：尿路性器感染症の種類・最近の疫学・治療について説明できる。

第11回  新興・再興感染症

予習内容：新興・再興感染症とは何か

予習時間：15分

復習内容：新興・再興感染症の特徴や治療

復習時間：30分

GIO：

新興・再興感染症を中心に変貌する感染症の現状について理解し、さらに新興・再興感染症の予防対策と治療について理解す

る。

SBOs：

1.新興・再興感染症の歴史を説明できる。

2.感染症法とその法改正を説明できる。

3.最近の主な新興・再興感染症の特徴について説明できる。

4.新興・再興感染症の予防対策と治療について説明できる。
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予習内容：新興・再興感染症とは何か

予習時間：15分

復習内容：新興・再興感染症の特徴や治療

復習時間：30分

GIO：

新興・再興感染症を中心に変貌する感染症の現状について理解し、さらに新興・再興感染症の予防対策と治療について理解す

る。

SBOs：

1.新興・再興感染症の歴史を説明できる。

2.感染症法とその法改正を説明できる。

3.最近の主な新興・再興感染症の特徴について説明できる。

4.新興・再興感染症の予防対策と治療について説明できる。

第12回  肺血症

予習内容：敗血症の病態

予習時間：15分

復習内容：敗血症の新しい概念

復習時間：30分

GIO：敗血症を理解する。

SBOs：病態を把握し、治療について説明できる。

第13回  輸入感染症

予習内容：輸入感染症の概念

予習時間：15分

復習内容：各々の輸入感染症の特徴

復習時間：30分

GIO：輸入感染症を理解する。

SBOs：対策・診断・治療について説明できる

第14回  腸管感染症

予習内容：腸管感染症とは

予習時間：15分

復習内容：各々の腸管感染症の病態と治療

復習時間：30分

GIO：腸管感染症を理解する。

SBOs：

1.下痢原性大腸菌感染症を説明できる。

2.細菌性赤痢を説明できる。

3.腸チフス・パラチフスを説明できる。

4.コレラを説明できる。

5.カンピロバクタ－感染症を説明できる。

6.ノロウイルス感染症を説明できる。

第15回  寄生虫による感染症

予習内容：寄生虫感染症とは

予習時間：15分

復習内容：寄生虫感染症の診断と治療

復習時間：30分

GIO:蠕虫および原虫による疾患を理解する。

SBOs:

1.アメーバ赤痢、クリプトスポリジウム症、ジアルジアについて説明できる。

2.マラリアについて説明できる。

3.代表的な蠕虫疾患を説明できる。

第16回  チーム医療：院内感染対策

予習内容：院内感染症とは

予習時間：15分

復習内容：院内感染防止対策について

復習時間：30分

GIO：院内感染について理解する。

SBOs：主な院内感染対策について説明できる。

第17回  小児領域感染症

予習内容：小児特有の感染症とは

予習時間：15分

復習内容：小児の感染症の診断と治療

復習時間：30分

GIO：小児期に認められる感染症について、その病態を把握し、診断、治療および予防法について理解する。

SBOs：

1.小児期に認められる細菌感染症について、その起炎菌、症状、診断および治療法について述べることができる。

2.小児期に認められるウイルス感染症について、その臨床経過、疫学、診断および治療法について述べることができる。

3.小児期に行う予防接種について、その種類、実施時期および副作用を述べることができる。
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予習内容：小児特有の感染症とは

予習時間：15分

復習内容：小児の感染症の診断と治療

復習時間：30分

GIO：小児期に認められる感染症について、その病態を把握し、診断、治療および予防法について理解する。

SBOs：

1.小児期に認められる細菌感染症について、その起炎菌、症状、診断および治療法について述べることができる。

2.小児期に認められるウイルス感染症について、その臨床経過、疫学、診断および治療法について述べることができる。

3.小児期に行う予防接種について、その種類、実施時期および副作用を述べることができる。

第18回  中枢神経感染症（含プリオン病）

予習内容：中枢神経系感染症について

予習時間：15分

復習内容：中枢神経系感染症の診断と治療

復習時間：30分

GIO：医師として必要な中枢神経感染症の知識を身につける。

SBOs：

1.髄膜炎、脳炎患者の診察、検査を実践できる。

2.細菌性髄膜炎の診断と治療が実践できる。

3.結核性髄膜炎、真菌性髄膜炎の診断と治療が実践できる。

4.ウイルス性髄膜炎、脳炎の診断と治療が実践できる。

5.プリオン病について診断と管理が実践できる。

第19回  市中肺炎・気道感染症

予習内容：市中でおこる呼吸器感染症とは

予習時間：15分

復習内容：市中でおこる呼吸器感染症の診断と治療

復習時間：30分

GIO：市中肺炎・気道感染を理解する。

SBOs：市中肺炎・気道感染について説明できる。

第20回  ＨＩＶ感染症

予習内容：HIV感染症とAIDSについて

予習時間：15分

復習内容：AIDSの病態と合併症

復習時間：30分

GIO：ＨＩＶ感染症を理解する。

SBOs：ＨＩＶ感染症の病体、診断、治療について説明できる。

第21回  医療安全：抗菌薬と抗菌化学療法の基本的考え方

予習内容：抗菌薬の種類にはどのようなものがあるか

予習時間：15分

復習内容：抗菌薬の作用機序とPK/PDに基づいた適正使用

復習時間：45分

GIO：感染症治療の原則を理解する。

SBOs：抗菌薬の種類と特性、使用法を説明できる。

第22回  インフルエンザ

予習内容：インフルエンザとは

予習時間：15分

復習内容：インフルエンザの病態と診断、合併症

復習時間：30分

GIO：インフルエンザの病態について理解する。

SBOs：インフルエンザウイルスの特徴、治療、新型インフルエンザについて説明できる。

第23回  真菌感染症

予習内容：真菌と真菌感染症の特徴

予習時間：15分

復習内容：各々の真菌感染症の診断と治療

復習時間：30分

GIO：真菌感染症について理解する。

SBOs：深在性真菌症の種類と特徴、治療法を説明できる。

■ホームページ
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シラバス№： 1811900052

臨床総論Ⅱ/実習（心療内科）科目名　：

英文名　：

小山　敦子・村上　佳津美・松岡　弘道・羽多野　裕・阪本　亮・

酒井　清裕・和泉　宏昌・保田　紀子・名倉　美樹・白﨑　愛里・

上村　泰德・福永　幹彦・植田　圭吾・長　哲太郎・大武　陽一

担当者　：

医学科開講学科：

90時間 開講期： 必修科目必修選択の別：開講年次：単　位　： 3年次

科目区分： 専門科目

備　考　：

■授業概要・方法等

　内容は講義と実習から成る。主に心療内科学の教官が授業を行うが、一部の講義については学外の教官によって行われる。各

講義においては双方向授業となるように努め、学生には既習および発展的な内容に関する質疑応答を適宜行い自学自習を促す。

実習に関しては、小講義とグループワークを実施し、講義で学んだ知識の実践、定着を図る。

　学生からの質問は講義前後や講義中に随時受け付けるが、オフィスアワーを週に1回設け、学生が自由に質問できる機会を与え

る。UNIT終了後に総括的評価のためのUNIT試験を実施し、カリキュラムの習熟度を評価する。

【関連ディプロマポリシー】

① プロフェッショナルとしての高い使命感と倫理観を持ち、人に愛され、人に信頼され、

人に尊敬される医師を目指すこと

②患者に対する思いやりと奉仕の精神、またチームワークにおける協調精神を身につけること

➂積極的に課題に取り組み、さらに自ら問題点を見いだし解決する姿勢を身につけること

【関連教育アウトカム】

①コミュニケーション能力

②チーム医療

➂自律的継続的学習能力

【キーワード】

心身症、緩和医療

■学習・教育目標及び到達目標

一般目標（GIO)

心身医学を基礎として、各種心身症の身体的・精神的諸問題の病理・病態、発生病因・疫学・予防、症候、診断・治療と診療の

基本的事項を学び、全人的医療学の学問体系とその必要性について理解する。各種心理テストや心理療法についても学習し、

チーム医療の実際についても学んでいく。この科目の修得は、本学科の定めるディプロマポリシーの達成に関与している。

行動目標（SBO）

１、心身医学の概念と「心身症」の病態を学び、その実践をしている心療内科について理解する。

２、行動医学の概念と臨床応用について理解する。治療的自己の概念とその研鑽について理解する。

３、緩和ケアの定義とがん患者のつらさの評価ができる。

４、がん疼痛、呼吸困難・消化器症状の評価と治療について理解ができる。

５、痛みの定義、発症機序、種類、および慢性疼痛モデルについて理解し、その治療方法を説明できる。

６、チーム医療の概念的枠組みを理解し説明できる。

７＆８、消化管機能性疾患の病名を列挙し心身医学的病態について説明できる。

９、サイコオンコロジーの概念とがん患者の３大精神症状について理解できる。

１０、がん患者が経験する疼痛や嘔気などの苦痛症状の分類・原因・治療について説明できる。

１１、摂食障害の病態と治療法を理解する。

１２、いくつかの心理療法についてその対象や方法を知り、自己理解や他者理解に役立てられるようにする。

１３、いくつかの心理検査について基礎的な知識を習得する。

１４、ストレスのメカニズムを学び、コーピングスキルを習得する。

１５、心身症の小児期における特徴を説明できる。

１６、小児心身症の治療法を成長発達を考慮して考案できる。

１７、バッドニュースを伝えるコミュニケーションスキルについて説明できる。

１８、漢方医学の歴史や概要を理解する。

１９、漢方医学の基礎的知識を理解する。

２０、漢方方剤の構成生薬の内容と効能を把握し、方剤としての統合的な効能及び

　　　心身医学的な臨床効果を理解できる。

２１、家庭医療・地域医療にかかわる基本知識を得る。生物心理社会モデル・患者中心の

　　　医療技法について説明できる。

２２、総合診療における主要な症候学および臨床推論について説明ができる。
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一般目標（GIO)

心身医学を基礎として、各種心身症の身体的・精神的諸問題の病理・病態、発生病因・疫学・予防、症候、診断・治療と診療の

基本的事項を学び、全人的医療学の学問体系とその必要性について理解する。各種心理テストや心理療法についても学習し、

チーム医療の実際についても学んでいく。この科目の修得は、本学科の定めるディプロマポリシーの達成に関与している。

行動目標（SBO）

１、心身医学の概念と「心身症」の病態を学び、その実践をしている心療内科について理解する。

２、行動医学の概念と臨床応用について理解する。治療的自己の概念とその研鑽について理解する。

３、緩和ケアの定義とがん患者のつらさの評価ができる。

４、がん疼痛、呼吸困難・消化器症状の評価と治療について理解ができる。

５、痛みの定義、発症機序、種類、および慢性疼痛モデルについて理解し、その治療方法を説明できる。

６、チーム医療の概念的枠組みを理解し説明できる。

７＆８、消化管機能性疾患の病名を列挙し心身医学的病態について説明できる。

９、サイコオンコロジーの概念とがん患者の３大精神症状について理解できる。

１０、がん患者が経験する疼痛や嘔気などの苦痛症状の分類・原因・治療について説明できる。

１１、摂食障害の病態と治療法を理解する。

１２、いくつかの心理療法についてその対象や方法を知り、自己理解や他者理解に役立てられるようにする。

１３、いくつかの心理検査について基礎的な知識を習得する。

１４、ストレスのメカニズムを学び、コーピングスキルを習得する。

１５、心身症の小児期における特徴を説明できる。

１６、小児心身症の治療法を成長発達を考慮して考案できる。

１７、バッドニュースを伝えるコミュニケーションスキルについて説明できる。

１８、漢方医学の歴史や概要を理解する。

１９、漢方医学の基礎的知識を理解する。

２０、漢方方剤の構成生薬の内容と効能を把握し、方剤としての統合的な効能及び

　　　心身医学的な臨床効果を理解できる。

２１、家庭医療・地域医療にかかわる基本知識を得る。生物心理社会モデル・患者中心の

　　　医療技法について説明できる。

２２、総合診療における主要な症候学および臨床推論について説明ができる。

■成績評価方法および基準

UNIT試験(基本的な概念、知識に関して総合的に評価する） 50%

ミニッツペーパー（授業での理解度、参加度、態度に関して総合的に評価する） 50%

■試験・課題に対するフィードバック方法

未定

■教科書

[ISBN]9784524265879 『ナニコレ?痛み×構造構成主義: 痛みの原理と治療を哲学の力で解き明かす』 (阿部泰之, 南江堂 :

2016)

[ISBN]9784498048287 『行動医学テキスト』 (日本行動医学会,　中外医学社 : 2015)

[ISBN]9784524247998 『専門医のための漢方医学テキスト―漢方専門医研修カリキュラム準拠』 (日本東洋医学会学術教育委

員会, 南江堂 : 2010)

[ISBN]9784307506038 『漢方診療のレッスン (SCOM-020)』 (花輪寿彦, 金原出版 : 2003)

[ISBN]9784260024020 『死亡直前と看取りのエビデンス』 (森田達也, 医学書院 : 2015)

[ISBN]9784881583333 『ポケット精神腫瘍学 医療者が知っておきたいがん患者さんの心のケア』 (日本サイコオンコロジー

学会,　創造出版 : 2014)

[ISBN]9784260005227 『がん医療におけるコミュニケーション・スキル―悪い知らせをどう伝えるか』　(内富庸介,　医学書

院：2007)

[ISBN]9784260025447 『緩和ケアレジデントマニュアル』 (森田達也, 医学書院 : 2016)

[ISBN]9784307101653 『がん疼痛の薬物療法に関するガイドライン 2014年版　第2版』 (日本緩和医療学会,　金原出版 :

2014)

[ISBN]9784307101578 『がん患者の消化器症状の緩和に関するガイドライン　2011年版』 (日本緩和医療学会,　金原出版 :

2011)

[ISBN]9784307101783 『がん患者の呼吸器症状の緩和に関するガイドライン 2016年版』 (日本緩和医療学会,　金原出版 :

2016)

[ISBN]9784260004435 『心身医学標準テキスト　第3版』 (久保千春, 医学書院 : 2009)

[ISBN]9784815916756 『現代 心療内科学』 (久保千春, 永井書店 : 2003)

その他：適宜プリントを配布する。

■参考文献

[ISBN]9784904419434 『治療的自己―治療を効果的に進めるための医療者の心得』 (ジョン・G. ワトキンス, アドスリー :

2013)

[ISBN]9784914909239 『最新緩和医療学』 (恒藤暁, 最新医学社 : 1999)

[ISBN]9784260013864 『症例から学ぶ和漢診療学第3版』 (寺澤捷年,　医学書院 : 2011)

[ISBN]9784263731147 『漢方・中医学講座-実践入門編第2版』 (入江祥史,　医歯薬出版 : 2009)

[ISBN]9784821063604 『心理テスト法入門―基礎知識と技法習得のために』 (松原達哉, 日本文化科学社 : 2002)

[ISBN]9784788960695 『TA TODAY―最新・交流分析入門』 (イアン・スチュアート, 実務教育出版 : 1991)

[ISBN]4260013793 『精神腫瘍学』 (内富庸介, 医学書院 : 2011)

URL：https://www.jspm.ne.jp/active/pdf/active_guidelines.pdf　『緩和ケアチーム活動の手引き』(日本緩和医療学会)

その他：適宜授業時に紹介する。

■関連科目

心療内科学

心身医学

小児心身学

漢方医学

精神腫瘍学

緩和医療学

臨床心理学
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心療内科学

心身医学

小児心身学

漢方医学

精神腫瘍学

緩和医療学

臨床心理学

■授業評価アンケート実施方法

医学部実施規定に準拠して行う。

■研究室・メールアドレス

研究棟2階222号室・kindai-psychosomatics@edu.med.kindai.ac.jp

■オフィスアワー

水曜日：17時～18時

■授業計画の内容及び時間外学修の内容・時間

１、行動医学と心身医学（心身医学総論）

　　心身医学の概念

　　心身症の定義と病態

　　心療内科の臨床実践

２、行動医学と心身医学（行動医学・治療的自己）

　　行動医学の概念

　　行動心理学理論と行動変容技法、疾患・患者対応への応用

　　治療的自己の概念とその習得に向けての研鑽の方法

３、緩和医療総論

　　緩和ケアとは

　　全人的苦痛の概念

４、緩和医療各論

　　がん患者の痛みの評価方法、鎮痛剤の分類、WHO除痛ラダーに沿った治療、

　　がん患者の消化器・呼吸器症状の評価と管理方法。

５、慢性疼痛

　　痛みの定義、発症機序、種類について説明できる。

　　痛みの悪循環、抑うつとの関係など慢性疼痛モデルについて概説できる。

　　慢性疼痛の治療（薬物、非薬物療法）について説明できる。

６、医療倫理とチーム医療・チームビルディング

　　コンサルテーションとは

　　チーム医療のリーダーとしての役割とは

　　緩和ケアチーム活動について

７、行動医学と心身医学（FD）

　　消化器心身医学総論

　　機能性ディスペプシアの病態の把握

８、行動医学と心身医学（IBS）

　　過敏性腸症候群の病態の把握・症例

９、精神腫瘍学（サイコオンコロジー）

　　精神腫瘍学の概念

　　精神腫瘍学の臨床応用

１０、事例検討・相互学習（緩和症例）①②③

　　　がん患者の痛みの評価

　　　鎮痛剤の分類

　　　がん患者の痛み以外の苦痛症状

１１、摂食障害

　　　摂食障害の疫学

　　　摂食障害の診断

　　　摂食障害の一般的な治療法

１２、心理療法

　　　心理療法の基礎的な理論、技法などを系統的に講義する。

１３、心理検査法

　　　心理検査の種類、目的、方法を概説する。

１４、医療心理学演習

　　　ストレスの生理的・心理的メカニズムについて概説し、リラクゼーション法の実習を行う。

１５、小児心身総論

　　　心身症の小児期の特徴について講義する。

１６、小児心身各論（症例紹介）

　　　小児期の心身症の具体例をあげその治療法について講義する。

１７、コミュニケーション実習（がん告知）①②③

　　　コミュニケーションの重要性

　　　基本的なコミュニケーションスキル

１８、漢方の基礎①

　　　漢方医学の歴史・概要・特徴を講義する。

１９、漢方の基礎②

　　　気血水・八綱等の漢方医学の概念について講義する。

２０、漢方薬実習

　　　漢方方剤を煎じて方剤を作成する。

　　　作成した漢方方剤を試飲する。

２１、家庭医療・地域医療

　　　プライマリ・ケアの実際と担う役割について講義する。

２２、総合診療と臨床推論

　　　主要な症候学とその鑑別診断および臨床推論・診断エラーなどについて講義する。

予習内容：教科書や参考文献を用いて学習し、授業準備を行うこと。

予習時間：60分

復習内容：再度、教科書や配布資料を読み、その日の講義内容を十分に復習し、理解を深めるとともに、応用出来る記憶として

定着させること。

復習時間：90分
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１、行動医学と心身医学（心身医学総論）

　　心身医学の概念

　　心身症の定義と病態

　　心療内科の臨床実践

２、行動医学と心身医学（行動医学・治療的自己）

　　行動医学の概念

　　行動心理学理論と行動変容技法、疾患・患者対応への応用

　　治療的自己の概念とその習得に向けての研鑽の方法

３、緩和医療総論

　　緩和ケアとは

　　全人的苦痛の概念

４、緩和医療各論

　　がん患者の痛みの評価方法、鎮痛剤の分類、WHO除痛ラダーに沿った治療、

　　がん患者の消化器・呼吸器症状の評価と管理方法。

５、慢性疼痛

　　痛みの定義、発症機序、種類について説明できる。

　　痛みの悪循環、抑うつとの関係など慢性疼痛モデルについて概説できる。

　　慢性疼痛の治療（薬物、非薬物療法）について説明できる。

６、医療倫理とチーム医療・チームビルディング

　　コンサルテーションとは

　　チーム医療のリーダーとしての役割とは

　　緩和ケアチーム活動について

７、行動医学と心身医学（FD）

　　消化器心身医学総論

　　機能性ディスペプシアの病態の把握

８、行動医学と心身医学（IBS）

　　過敏性腸症候群の病態の把握・症例

９、精神腫瘍学（サイコオンコロジー）

　　精神腫瘍学の概念

　　精神腫瘍学の臨床応用

１０、事例検討・相互学習（緩和症例）①②③

　　　がん患者の痛みの評価

　　　鎮痛剤の分類

　　　がん患者の痛み以外の苦痛症状

１１、摂食障害

　　　摂食障害の疫学

　　　摂食障害の診断

　　　摂食障害の一般的な治療法

１２、心理療法

　　　心理療法の基礎的な理論、技法などを系統的に講義する。

１３、心理検査法

　　　心理検査の種類、目的、方法を概説する。

１４、医療心理学演習

　　　ストレスの生理的・心理的メカニズムについて概説し、リラクゼーション法の実習を行う。

１５、小児心身総論

　　　心身症の小児期の特徴について講義する。

１６、小児心身各論（症例紹介）

　　　小児期の心身症の具体例をあげその治療法について講義する。

１７、コミュニケーション実習（がん告知）①②③

　　　コミュニケーションの重要性

　　　基本的なコミュニケーションスキル

１８、漢方の基礎①

　　　漢方医学の歴史・概要・特徴を講義する。

１９、漢方の基礎②

　　　気血水・八綱等の漢方医学の概念について講義する。

２０、漢方薬実習

　　　漢方方剤を煎じて方剤を作成する。

　　　作成した漢方方剤を試飲する。

２１、家庭医療・地域医療

　　　プライマリ・ケアの実際と担う役割について講義する。

２２、総合診療と臨床推論

　　　主要な症候学とその鑑別診断および臨床推論・診断エラーなどについて講義する。

予習内容：教科書や参考文献を用いて学習し、授業準備を行うこと。

予習時間：60分

復習内容：再度、教科書や配布資料を読み、その日の講義内容を十分に復習し、理解を深めるとともに、応用出来る記憶として

定着させること。

復習時間：90分

■ホームページ

近畿大学医学部　内科学教室心療内科部門　Department of Psychosomatic Medicine

https://www.med.kindai.ac.jp/laboratory/psychosomatic_medicine/
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シラバス№： 1811900066

臨床総論Ⅲ/実習科目名　：

英文名　：

医学部所属教員担当者　：

医学科開講学科：

120時間 開講期： 必修科目必修選択の別：開講年次：単　位　： 4年次

科目区分： 専門科目

備　考　：

■授業概要・方法等

「臨床総論Ⅲ/実習」では、student doctorとして、臨床実習に必要な技能を身に付けるための実習を行う。具体的には、医療面

接法・各領域別身体診察法・外科手技・救急医学実習および画像診断学講義を行う。また、臨床医として必要な技能、倫理とし

て、インフォームドコンセント、患者と家族の気持ち、医の倫理、安全管理などを学習する。医療面接実習は学生同士のロール

プレイ以外に、模擬患者(Simulated PatientまたはStandardized Patient：SP)として市民ボランディアに協力して頂き実施す

る。身体所見の取り方は、小グループに分かれて専門医から実技指導を受けたり、医学教育シミュレーターを用いて実習する。

「臨床総論Ⅲ/実習」の最後に、目標を達成したかを客観的臨床能力試験（Objective Structured Clinical Examination：

OSCE）で評価する。OSCEは医学生が臨床実習に進むことが出来る技能と態度を有するかどうかを判定する全国医学部共用の試

験であり、共用試験機構からの試験実施モニター1名と外部医学部評価者6名を迎えて行われる極めて厳格な試験である。OSCE

は、多数のボランティア学生さんやSPさんの協力を得ながら、6ステーション（医療面接、頭頚部、胸部、腹部、神経、基本的

外科手技）に分かれて実施される。

「臨床総論Ⅲ/実習」が多くの人たちの支援と協力によって実施されていることを認識し、真摯な気持ちで実習に臨んで欲しい。

■学習・教育目標及び到達目標

関連するディプローマポリシー

医師になるために必要な医学の知識と技能を修得し、さらに日々向上に努めること。

患者に対する思いやりと奉仕の精神またチームワークにおける協調精神を身につけること。

プロフェッショナルとしての高い使命感と倫理観を持ち、人に愛され、人に信頼され、人に尊敬される医師を目指すこと。

関連する教育アウトカム

診療の基本的技能、倫理とプロフェッショナリズム、医療安全

キーワード　　　                                                                                                 診療技能、医療面接、シミュレー

ター、模擬患者、診断学

上記アウトカムを達成するために，以下の学習・行動目標を示す。

１．患者の人権や個別性を尊重する医療面接の基本的技術および態度を身につける。

２．頭頚部、胸部、腹部、神経、救急の各領域の基本的身体診察を、良好な態度および安全管理（院内感染を

　　含む）に配慮しながら実施できる。

３．患者や家族の気持ちに配慮したインフォームドコンセントについて述べることができる。

４．医の倫理の基本についてヘルシンキ宣言を引用しながら述べることができる。

５．医療面接と身体診察の結果（臨床所見）を血液検査結果や画像・病理所見と関連づけて説明することが

　　できる。

６．清潔手洗い、清潔環境におけるガウンテクニック、縫合および抜糸などの基本的外科手技を適切に行う

　　ことができる。

７．電子カルテを適切に閲覧し患者の情報を得るとともに、患者の個人情報保護および守秘義務について理

　　解する。

■成績評価方法および基準

客観的臨床能力試験（Objective Structured Clinical Examination：OSCE） 100%

■試験・課題に対するフィードバック方法

本試験結果はステーション毎の結果を通知する。成績が不良の場合には（概略評価が3未満のステーションが一つでもあれば）

OSCE再試験を行う（合否判定は録画ビデオを複数の教員が見て判定する）。

■教科書

指定しない。
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■参考文献

指定しない。

■関連科目

なし

■授業評価アンケート実施方法

学部実施規程に準拠して行う。

■研究室・メールアドレス

学務課　gakumu@med.kindai.ac.jp

■オフィスアワー

授業終了後、担当診療科教員が行う。

■授業計画の内容及び時間外学修の内容・時間

第1回　オリエンテーション

第2回　医療面接（模擬患者：SPさん参加）ロールプレイ実習

第3回　身体診察実習（頭頸部，腹部）

第4回　病棟医療面接実習

第5回　身体診察法実習（胸部・バイタル）

第6回　手洗い、外科イントロダクション

第7回　 POS講義

第8回　身体診察法講義（神経・関節脊柱）

第9回　画像診断法

第10回　電子カルテ使用法

第11回　特別講義　安全管理

第12回　特別講義　インフォームドコンセント

第13回　特別講義　患者と家族の気持ち

第14回　特別講義　医の倫理

第15回　OSCE説明

予習内容：授業タイトルに対応する「教科書，参考文献」部分を読み、不明な語句について調べる。

予習時間：15分

復習内容：授業中に配布される資料などに書き込んだ内容を整理して、不明な部分を調べる。

復習時間：15分

■ホームページ
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