
 

 

                 

 

 

                     

 

 

2021 年度 大学院医学研究科 

 

最新医学講義 

(選択科目) 
 

 

 

５月は毎週、火曜日午後７時から開催 

６月は毎週、木曜日午後７時から開催 

７月は毎週、金曜日午後７時から開催 

９月は毎週、火曜日・金曜日午後７時から開催 

１０月は毎週、木曜日午後７時から開催 

１１月は毎週、金曜日午後７時から開催 

１２月は毎週、火曜日午後７時から開催 

１月は毎週、木曜日午後７時から開催 

 

 

 

※ Web Class を用いたオンデマンド型講義形式にて実施 

 

 

 

 

 



2021年度講義シラバス（１） 

講義コード  専攻分野 全分野共通 

講義題目 最新医学講義 必修/選択 選択 

担当教員 下記 担当教員連絡先 下記 

単位数 ８講義毎に 1単位 履修年次 １・2年 

テーマと目的 臨床、病態科学、あるいは社会経済など様々な面における最新の医学知識を獲得する。 

講義計画 本学大学院担当教員により、担当教員の専門とする分野について最新知識を教授する。 

達成目標 所属指導教授より指示された講義に出席し、その分野の最新知識を理解する。 

教科書・参考書 各講義担当教員により指示。 

準備学習 

(予習･復習) 

各講義担当教員より事前に配付された資料を良く読むこと。 

配付された資料については個々で保管し、授業後には必ずレポートを提出すること。 

成績評価法 出席と講義内での発表また受講態度、および筆記試験による総合評価。 

卒業認定・学位授与 

の方針と関連性 
自身の研究に関連する最新の知見や情報を理解し、自らの言葉で論述する能力を習得する。 

回 日時 時限 担当教員 連絡先 講義内容             

１ 5/11 （火） 19：00～ 富田 直人 内線 3307 リンパ腫治療の最前線 

２ 5/18 （火） 19：00～ 佐治 久 内線 3336 肺癌外科治療の最先端 

３ 5/25 （火） 19：00～ 國島 広之 内線 3429 感染症・感染症対策に関わる研究の最近の話題 

４ 6/3 （木） 19：00～ 佐々木 信幸 内線 3660 反復性径頭蓋磁気刺激（ｒTMS）治療の可能性 

５ 6/10 （木） 19：00～ 山本 博幸 内線 3380 臨床に役立つバイオインフォマティクス学の今と未来 

６ 6/17 （木） 19：00～ 幸田 和久 内線 3400 分子レベルから小脳の機能を探る 

７ 6/24 （木） 19：00～ 遊道 和雄 内線 4029 メカノバイオロジー機構の解明による医療技術の創出 

８ 7/2 （金） 19：00～ 小林 泰之 内線 4070 医療における最新テクノロジー：人工知能を中心 

９ 7/9 （金） 19：00～ 鳥飼 圭人 内線 3641 不明熱 - 最近の話題まで - 

10 7/16 （金） 19：00～ 小泉 哲 内線 3213 ダメージコントロール手術の基本と応用 

11 9/7 （火） 19：00～ 西根 広樹 内線 3371 Functional Bronchoscopy 

12 9/10 （金） 19：00～ 宮入 剛 内線 3230 最新の心臓外科 

13 9/14 （火） 19：00～ 田邉 康宏 内線 3313 最新のカテーテル治療 

14 9/17 （金） 19：00～ 古田 繁行 内線 3222 神経芽腫の臨床と分子生物学 

15 9/21 （火） 19：00～ 安田 宏 内線 3380 新規消化器系腫瘍マーカーの開発 



2021年度講義シラバス（２） 

講義コード  専攻分野 全分野共通 

講義題目 最新医学講義 必修/選択 選択 

担当教員 下記 担当教員連絡先 下記 

単位数 ８講義毎に 1単位 履修年次 １・2年 

テーマと目的 臨床、病態科学、あるいは社会経済など様々な面における最新の医学知識を獲得する。 

講義計画 本学大学院担当教員により、担当教員の専門とする分野について最新知識を教授する。 

達成目標 所属指導教授より指示された講義に出席し、その分野の最新知識を理解する。 

教科書・参考書 各講義担当教員により指示。 

準備学習 

(予習･復習) 

各講義担当教員より事前に配付された資料を良く読むこと。 

配付された資料については個々で保管し、授業後には必ずレポートを提出すること。 

成績評価法 出席と講義内での発表また受講態度、および筆記試験による総合評価。 

卒業認定・学位授与 

の方針と関連性 
自身の研究に関連する最新の知見や情報を理解し、自らの言葉で論述する能力を習得する。 

回 日時 時限 担当教員 連絡先 講義内容            

16 9/24 （金） 19：00～ 小島 康幸 内線 3223 手術縮小化への挑戦 

17 9/28 （火） 19：00～ 谷澤 雅彦 内線 3300 腎移植の免疫抑制療法 

18 10/7 （木） 19：00～ 赤澤 努 内線 3435 整形外科の手術支援ロボット 

19 10/14 （木） 19：00～ 曽根 正勝 内線 3144 iPS細胞研究の夢と現実 

20 10/21 （木） 19：00～ 杉下 陽堂 内線 4016 卵巣組織凍結の実際 

21 10/28 （木） 19：00～ 清水 高弘 内線 3150 脳神経内科における超音波検査の有用性 

22 11/5 （金） 19：00～ 小島 宏司 内線 3230 再生医療の臨床応用への可能性 

23 11/12 （金） 19：00～ 杉原 毅彦 内線 4285 高齢化社会におけるリウマチ・膠原病の臨床疫学研究 

24 11/19 （金） 19：00～ 北岡 康史 内線 3252 神経変性疾患とオートファジー 

25 11/26 （金） 19：00～ 清水 直樹 内線 3321 小児集中治療と新興再興感染症との関わり 

26 12/7 （火） 19：00～ 信岡 祐彦 内線 3158 各種血液生化学マーカーの有用性と問題点 

27 12/14 （火） 19：00～ 中澤 龍斗 内線 3248 前立腺癌の診断治療の最前線 

28 1/6 （木） 19：00～ 笠貫 浩史 内線 3202 認知症の最前線 

29 1/13 （木） 19：00～ 三村 秀文 内線 3442 脈管奇形 -難病へのアプローチ 

30 1/20 （木） 19：00～ 門野 岳史 内線 3238 メラノーマの最先端 

 


