
責任者 　齋藤　康太

1 齋藤　康太

2 前田　深春

3 齋藤　康太

4 齋藤　康太

5 齋藤　康太

6 前田　深春

7 前田　深春

8 前田　深春

9 前田　深春

10 齋藤　康太

薬理学と受容体反応の基礎・序論

情報制御学・
実験治療学

〔講座研究室〕

創薬プロセスにおける非臨床試験の重要性

用量反応関係の基礎　I

用量反応関係の基礎　II

用量反応関係の実際 V （結果の考察）

本実習の総括

用量反応関係の実際 III （電気泳動）

用量反応関係の実際 I （細胞培養の基礎・実習の説明）

用量反応関係の実際 II （細胞の刺激および細胞抽出液の作成）

用量反応関係の実際 IV （ウエスタンブロットによる検出）

その他特記事項

履修に関する情報：社会人大学院生など，勤務等で実習に出席できない場合には日程の調整に応じま
す。
教科書・参考文献：必要に応じて資料を配付する。または，文献を指定する。
自学自習時間における学習内容：到達目標や授業内容に応じた準備学習を行うことが望ましい。

授業形態および成績の評価方法･基準

　研究室での実習30時間＋自学自習15時間，計45時間で1単位とし，評価は出席状況と口頭試問
および筆記試験の結果，提出したレポートの内容を考慮して行う。

問い合わせ先（氏名，メールアドレス等）

　齋藤　康太，ksaito@med.akita-u.ac.jp

単位数 　１単位（選択） 配当年次

開講曜日・時間

　科目履修登録終了後に受講者へメールで連絡します 

　１，２年次

授業形態

開講期間

　科目履修登録終了後に受講者へメールで連絡します

　授業計画の〔実施場所〕を参照実施場所　実験実習

クラスター 　生体機能系クラスター

授業科目名 　薬理学・実習

担当者名 分担者 　前田　深春

講　　　義　　　題　　　目

授業の概要・到達目標

授業の目的：薬理学の基礎となる用量反応関係を理解することを目的とする。
授業の到達目標：リガンドと受容体の関係性，用量反応曲線等を理解し，培養細胞を用いてリガンド
　の濃度依存的な反応量を定量することを目標とする。

授業の概要：
 1.アゴニスト・アンタゴニストと受容体との関係性について学ぶ。
 2.創薬の基盤となる探索的研究の意義と重要性について学ぶ。
 3.用量反応曲線の書き方および曲線から読み取れる情報を理解する。
 4.拮抗薬を添加した際に用量反応曲線がどのように変位するかを理解する。
 5.培養細胞を用いた実習の説明。
 6.培養細胞に各濃度においてホルモン刺激を行い，タイムコースをとって細胞抽出液を作成する。
 7.細胞抽出液をSDS-PAGE電気泳動にて分離後，ブロットする。
 8.ホルモン刺激による細胞応答をウエスタンブロットにより検出する。
 9.ウエスタンブロットによって得られた結果を定量的に評価する。
10.用量反応関係について本実習を総括する。

授業計画

担当教員
講座名

〔実施場所〕(講　　  義　 　 内　 　 容）
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責任者    植木　重治

　講義

1

2

3

4

5

6

7

8

9 植木　重治

総合診療・検査診
断学

〔講座医局〕

研究活動ことはじめ：tips 植木　重治

植木　重治

植木　重治

植木　重治

アレルギー反応の基礎を理解する

炎症の成り立ちを理解する

バイオマーカー開発の実際を理解する

まとめ

その他特記事項

履修に関する情報：炎症・免疫学系クラスター「免疫・アレルギー学・実習」との共通科目。
　社会人大学院生など，勤務等で実習に出席できない場合には日程の調整に応じます。
教科書・参考文献：必要に応じて資料を配付する。または，文献を指定する。
自学自習における学習内容：到達目標や授業内容に応じた準備学習を行うことが望ましい。

授業形態および成績の評価方法･基準

　研究室での講義30時間＋自学自習15時間，計45時間で1単位とし，評価は出席状況と提出した
レポートの内容を考慮して行う。

問い合わせ先(氏名，メールアドレス等）

　植木　重治，shigeh@hos.akita-u.ac.jp

単位数 　１単位（選択） 配当年次

開講曜日・時間

　科目履修登録終了後に受講者へメールで連絡します

　１年次

授業形態

開講期間

　科目履修登録終了後に受講者へメールで連絡します

　授業計画の〔実施場所〕を参照実施場所

クラスター 　生体機能系クラスター

授業科目名 　免疫・アレルギー学・実習

担当者名 分担者 　――

授業の概要・到達目標

授業の目的：免疫・アレルギー･炎症疾患に関連する臨床的課題に対して，分子学的な知見を踏まえて
バイオマーカーを開発するための方法論について理解することを目的とする。

授業の到達目標：上記を理解し，説明できることを目標とする。

授業の概要：
 1. 研究の準備　実際に研究をはじめる際のtipsについて概説する。
 2. 免疫・アレルギー学総論，細胞活化分子機構：臨床研究に関連した免疫学，炎症学について，実際の
症例・研究成績を学ぶ。
 3. 免疫・アレルギー疾患におけるバイオマーカーの探求：自己免疫性疾患やアレルギー疾患の診断や
重症度判定に有効なバイオマーカーについて，実際の症例・研究成果を踏まえて理解する。
　講義を通じて，疾患に対して有効なバイオマーカーを学び，その重要性について理解する。

授業計画

担当教員
講座名

〔実施場所〕(講　　  義　 　 内　 　 容）
講　　　義　　　題　　　目

専

門

科

目

生
体
機
能
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責任者    中山　勝敏

　講義

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

その他特記事項

履修に関する情報：社会人大学院生など，勤務等で実習に出席できない場合には日程の調整に応じま
す。
教科書・参考文献：必要に応じて資料を配付する。または，文献を指定する。
自学自習時間における学習内容：到達目標や授業内容に応じた準備学習を行うことが望ましい。

授業形態および成績の評価方法･基準

　講義室（研究室）での講義30時間＋自学自習15時間，計45時間で1単位とし，評価は出席状況と
口頭試問および筆記試験の結果，提出したレポートの内容を考慮して行う。

問い合わせ先(氏名，メールアドレス等）

　中山　勝敏，kat_n1@med.akita-u.ac.jp

単位数 　１単位（選択） 配当年次

開講曜日・時間

　科目履修登録終了後に受講者へメールで連絡します 

　１年次

授業形態

開講期間

　科目履修登録終了後に受講者へメールで連絡します

　授業計画の〔実施場所〕を参照実施場所

クラスター 　生体機能系クラスター

授業科目名 　呼吸器学・実習

担当者名 分担者 　佐藤　一洋，竹田　正秀

授業の概要・到達目標

授業の目的：慢性閉塞性肺疾患，肺炎および気管支喘息の治療法について，理解することを
　目的とする。
授業の到達目標：慢性閉塞性肺疾患，肺炎および気管支喘息の治療法を理解し，説明することを
　目標とする。

授業の概要：
　慢性閉塞性肺疾患と肺炎は2016年には世界の死因第３位，４位になっており，これは暫く維持
されてゆくと予想されている。慢性閉塞性肺疾患，肺炎および気管支喘息の成立機序を分子
レベルより示し，その病態生理に即した治療法につき，最近の知見をふくめ以下の項目について
概説する。
 １,２． 肺炎の成立機序とその予防法
 ３,４． 気管支喘息の病態生理と治療
 ５,６． 慢性閉塞性肺疾患の病態生理と治療
 ７,８． 気管支喘息と慢性閉塞性肺疾患の相違点
 ９,10．慢性閉塞性肺疾患における気道感染

授業計画

担当教員
講座名

〔実施場所〕(講　　  義　 　 内　 　 容）
講　　　義　　　題　　　目

呼吸器内科学
〔講座カンファ
レンスルーム〕

肺炎の成立機序とその予防法 中山　勝敏

気管支喘息の病態生理と治療

慢性閉塞性肺疾患における気道感染 佐藤　一洋

中山　勝敏

慢性閉塞性肺疾患の病態生理と治療 中山　勝敏

気管支喘息と慢性閉塞性肺疾患の相違点 竹田　正秀
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責任者 沼田　朋大

1 沼田　朋大

2 沼田　朋大

3 講座所属教員

4 講座所属教員

5 講座所属教員

6 講座所属教員

7 沼田　朋大

8 沼田　朋大

9 沼田　朋大

10 沼田　朋大

その他特記事項
履修に関する情報：社会人大学院生など，勤務等で実習に出席できない場合には、遠隔形式の講義や
討論も含め日程の調整に応じます。
医学分野のみならず幅広い分野からの参画を受け入れます。

教科書・参考文献： 教科書・参考文献：  「標準生理学」医学書院

授業形態および成績の評価方法･基準

　セミナー室での実習30時間＋自学自習15時間，計45時間で１単位とし，評価は出席状況と口頭
試問および筆記試験の結果，提出したレポートの内容を考慮して行う。

問い合わせ先(氏名，メールアドレス等）

　沼田　朋大，numata@med.akita-u.ac.jp

単位数 　１単位（選択） 配当年次

開講曜日・時間

　科目履修登録終了後に受講者へメールで連絡します 

　１年次

授業形態

開講期間

　毎週火曜日　18:00～21:30（日程の詳細は応相談）

　授業計画の〔実施場所〕を参照実施場所　座学

クラスター 　生体機能系クラスター

授業科目名 　神経科学・実習

担当者名 分担者 　器官･統合生理学講座所属教員

授業の概要・到達目標

授業の目的： 医学科生としての基礎知識の学習とともに，幅広く生理学分野について理解することを目
的とする。

授業の到達目標： 広く神経科学・電気生理学・神経薬理学を理解し, 最新の神経科学の研究論文を作成
できるための知識を，習得・実践することを目標とする。

授業の概要：神経標識法，パッチクランプ法, オプトジェネティクスという分野のテーマについて，それぞれ
の目的・特徴を解説する。

授業計画

担当教員
講座名

〔実施場所〕(講　　  義　 　 内　 　 容）

器官統合・生理学
〔基礎医学研究棟
５階セミナー室〕

講　　　義　　　題　　　目

イントロダクション

神経標識法

パッチクランプ法

オプトジェネティクス

専

門

科

目

生
体
機
能
系　ク
ラ
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責任者 　三浦　昌朋

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

薬物動態学
〔薬理研究室〕実習（遺伝子多型測定②）

実習（遺伝子多型解析①）

実習（遺伝子多型解析②）

講　　　義　　　題　　　目

臨床薬理講義（薬物動態学）

実習（遺伝子多型測定①）

臨床薬理講義（薬理遺伝学）

臨床薬理学の実践（血中濃度測定）

臨床薬理学の実践（遺伝子多型）

実習（血中濃度測定）

実習（血中濃度解析）

三浦　昌朋
赤嶺由美子

薬物動態学
〔講座セミナー室〕

授業の概要・到達目標

授業の目的：患者個別化薬物治療学について理解することを目的とする。
授業の到達目標：薬物治療学にかかる講義，実習を履修することで薬剤の効果や薬物の測定方法，
　解析方法を理解し，説明できることを目標とする。

授業の概要：
 1. 薬物動態学と薬理遺伝学では，薬剤の効果には，個人個人で大きな差があり，この個人差が
　いかに生じるかについてを学ぶ。
 2. 薬物血中濃度測定方法と薬物代謝酵素遺伝子多型解析方法を会得することにより，疾患時に
　おける薬物動態と薬物相互作用について学ぶ。

授業計画

担当教員
講座名

〔実施場所〕(講　　  義　 　 内　 　 容）

クラスター 　生体機能系クラスター

授業科目名 　薬学・実習

担当者名 分担者 　赤嶺　由美子

単位数 　１単位（選択） 配当年次

開講曜日・時間

　2023年１月（日程の詳細は応相談） 

　１，２年次

授業形態

開講期間

　１月の第３週～第４週　18:00～21:00（日程の詳細は応相談）

　授業計画の〔実施場所〕を参照実施場所　講義：1～4 ，実験実習：5～10

その他特記事項

履修に関する情報：社会人大学院生など，勤務等で実習に出席できない場合には日程の調整に応じま
す。
教科書・参考文献：必要に応じて資料を配付する。
自学自習時間における学習内容：到達目標や授業内容に応じた準備学習を行うことが望ましい。

授業形態および成績の評価方法･基準

　研究室での講義・実習30時間＋自学自習15時間，計45時間で1単位とし，評価は出席状況と
提出したレポートの内容を考慮して行う。

問い合わせ先(氏名，メールアドレス等）

　三浦　昌朋，m-miura@hos.akita-u.ac.jp
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責任者 　山本  浩史

　講義

1

2

3

4

5

6

7

山本　浩史
角浜　孝行

心臓血管外科学
〔講座カンファ
レンスルーム〕

弁膜疾患の手術法

先天性心疾患の手術法

血管内治療

冠動脈疾患の手術法

大動脈疾患の手術法

末梢血管疾患の手術法

補助循環法

講　　　義　　　題　　　目

授業の概要・到達目標

授業の目的：循環器病のうち外科手術の対象となる疾患の基本概念と外科治療に必要な病理や
　病態を理解する。循環器外科の基本的な術式や術後合併症の理解する。
授業の到達目標：循環器外科に関わる疾患の病態生理および手術術式について説明することを
　目標とする。

授業の概要：
 1. 先天性心疾患の手術法（姑息的手術，心内修復手術）
 2. 弁膜疾患の手術法（弁形成術，弁置換術，大動脈基部置換術）
 3. 冠動脈疾患の手術法（on pumpとoff pump手術）
 4. 大動脈疾患の手術法（真性大動脈瘤，解離性大動脈瘤，大動脈炎症候群など）
 5. 末梢血管疾患の手術法（慢性動脈硬化症に対する動脈血行再建術）
 6. 補助循環法（大動脈内バルーンポンプ，左心補助装置など）
 7. 血管内治療（ステント療法）

授業計画

担当教員
講座名

〔実施場所〕(講　　  義　 　 内　 　 容）

クラスター      　生体機能系クラスター

授業科目名 　循環器外科学・実習

担当者名 分担者 　角浜　孝行

単位数 　１単位（選択） 配当年次

開講曜日・時間

　科目履修登録終了後に受講者へメールで連絡します 

　１，２年次

授業形態

開講期間

　科目履修登録終了後に受講者へメールで連絡します

　授業計画の〔実施場所〕を参照実施場所

その他特記事項

履修に関する情報：社会人大学院生など，勤務等で実習に出席できない場合には日程の調整に応じます。
教科書・参考文献：Kirklin/Barratt-Boyes Cardiac Surgery, 4th ed.
自学自習時間の学習内容：受講後に内容の理解を深めるため，参考文献を使用して確認するのが
　望ましい。

授業形態および成績の評価方法･基準

　講義室での講義30時間＋自学自習15時間，計45時間で1単位とし，評価は出席状況と提出した
レポートの内容を考慮して行う。

問い合わせ先(氏名，メールアドレス等）

　山本  浩史，cvs@cvs.med.akita-u.ac.jp

専

門

科

目

生
体
機
能
系　ク
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責任者    渡邊　博之

　講義

1 渡邊　博之

2 飯野　健二

3 渡邊　博之

4 渡邊　博之

5 飯野　健二

6 飯野　健二

7 渡邊　博之

8 飯野　健二

9 飯野　健二

10 渡邊　博之

循環器内科学
〔講座カンファ
レンスルーム〕

心筋症

心血管病に関連する疾患群

心臓血管のシグナルネットワーク

講　　　義　　　題　　　目

循環器病学の基礎

心臓弁膜症

循環器病診断・評価のための検査

心不全の病態とメカニズム

不整脈、突然死へのアプローチ

冠動脈疾患

高血圧症

授業の概要・到達目標

授業の目的：循環器的疾患の病態の理解，および循環器研究を進めるうえで必要となる，知識や
　技能について学ぶことを目的とする。
授業の到達目標：循環器疾患に関する基礎的研究および臨床研究を遂行することにより，これらの
　疾患についてのより深い理解と洞察力を養うとともに，循環器内科におけるリーダーとしての高い
　素養を身につけさせることを目標とする。

授業の概要：
 1.　循環器病学の歴史，心不全治療の変遷，疫学，生理，心臓・血管の分子生物学について
 2.　循環器疾患評価方法と各診断技術の差異・相対的優位性について
 3.　心不全の病態生理，分類と診断・治療，分子メカニズム，再生医療について
 4.　不整脈発生の基礎的メカニズム，イオンチャネル，遺伝子異常について
 5.　冠血流の生理学，動脈硬化とプラークの病理，診断・治療について
 6.　高血圧の疫学と病態生理，診断・治療について
 7.　弁膜症の原因と病態生理，各種弁疾患の評価・治療について
 8.　心筋症の定義・分類と病態生理にいて
 9.　心血管系異常・症候をきたしうる疾患・病態について
10. 心血管病の病態に関与するシグナルネットワークについて

担当教員
講座名

〔実施場所〕(講　　  義　 　 内　 　 容）

クラスター 　生体機能系クラスター

授業科目名 　循環器学・実習

担当者名 分担者 　飯野　健二

単位数 　１単位（選択） 配当年次

開講曜日・時間

　2022年10月～2023年3月（日程の詳細は応相談）

　１年次

授業形態

開講期間

　開講曜日は科目履修登録終了後に受講者へメールで連絡します。開講時間18:00～21:00

　授業計画の〔実施場所〕を参照実施場所

その他特記事項

履修に関する情報：社会人大学院生など勤務等で実習に出席できない場合には日程の調整に応じます。
教科書・参考文献：Braunwald's Heart Disease、JCS Guideline，その他専門分野の文献など
自学自習時間における学習内容：到達目標や授業内容に応じた準備学習を行うことが望ましい。

授業形態および成績の評価方法･基準

　講義室での講義30時間＋自学自習15時間，計45時間で1単位とし，評価は出席状況と口頭試問
および筆記試験の結果，提出したレポートの内容を考慮して行う。

問い合わせ先(氏名，メールアドレス等）

　渡邊　博之，hirow@doc.med.akita-u.ac.jp　　飯野　健二，iinoint@doc.med.akita-u.ac.jp
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責任者 　新山　幸俊

1 新山　幸俊

2 新山　幸俊

3 新山　幸俊

4 新山　幸俊

授業の概要・到達目標
【授業の目的】
麻酔科学に関連する標準的知識を習得するとともに，最新の研究動向に基づいた臨床，基礎研究を推進
できる能力を養う。

【授業の到達目標】
下記の事項を理解し，説明できる。

【授業の概要】
 1. 麻酔科学：麻酔深度の概念について概説する。
 2. 慢性痛と不安：慢性痛に伴う不安の機序について概説する。
 3. 周術期合併症：麻酔に関連する周術期の合併症とその対策について概説する。
 4. 新しい教育システム：医理工産学連携事業の推進について概説する。

授業計画

麻酔科学

講　　　義　　　題　　　目
担当教員

講座名
〔実施場所〕

クラスター 　生体機能系クラスター

授業科目名 　麻酔学科

担当者名 分担者

　新山 幸俊，niiyama@med.akita-u.ac.jp

その他特記事項

【履修に関する情報】：事前に日程調整し，WEB講義で行う。
【教科書・参考文献】：資料および文献を配布する。
【自学自習時間における学習内容】：到達目標や授業内容に応じた準備学習を行うことが望ましい。

単位数 　１単位（選択） 配当年次

開講曜日・時間

　受講者へメールで連絡

　１，２年次

授業形態

開講期間

　受講者へメールで連絡

　WEB講義実施場所　WEB講義

(講　　  義　 　 内　 　 容）

慢性痛と不安
WEB講義

授業形態および成績の評価方法･基準

　講義30時間＋自学自習15時間，計45時間で1単位とし，出席状況とレポートの内容を考慮して評価する。

問い合わせ先(氏名，メールアドレス等）

周術期合併症

新しい教育システム

専

門

科
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責任者 　海老原　敬

1 海老原　敬

2 海老原　敬

3 海老原　敬

4 海老原　敬

5 海老原　敬

6 海老原　敬

7 海老原　敬

8 海老原　敬

9 海老原　敬

10 海老原　敬

履修に関する情報：社会人大学院生など，勤務等で実習に出席できない場合には日程の調整に応じま
す。
教科書・参考文献：必要に応じて資料を配付する。
自学自習時間における学習内容：到達目標や授業内容に応じた準備学習を行うことが望ましい。

疾患とILC（自分の興味のある疾患）：発表形式（英語）

授業形態および成績の評価方法･基準

　セミナー室での講義30時間＋自学自習15時間，計45時間で1単位とし，評価は出席状況と発表の
内容を考慮して行う。

問い合わせ先（氏名，メールアドレス等）

　海老原　敬，tebihara@med.akita-u.ac.jp

その他特記事項

ILC総説

微生物学講座
〔講座セミナー室

/Zoom〕

NK細胞のバイオロジー

NK細胞とILC1

ILC2とアレルギー

ILC3による炎症抑制作用

ILCと転写因子

ILCの新しい機能（最新の論文を紹介）

「英語でうまく発表するには・・・」

疾患とILC（自分の興味のある疾患）：発表形式（日本語）

授業の目的：この講義では，10年の自然リンパ球の歴史を振り返り，その生理的意義を学ぶことを第一
の
　目的とする。自分の興味のある疾患とILCについて，発表（日本語と英語）を行ってもらい，さらに知識を
　深めることを第二の目的とする。
授業の到達目標：自分の興味のある疾患において自然リンパ球がどのような機能を持ちうるのか推察
し，自分の実験へ還元することを目標とする。

授業の概要：2010年に組織常在性のヘルパー機能をもつリンパ球が発見され，その後，自然リンパ球と
　名付けられた。その分泌するサイトカインによりI型サイトカイン（IFNｇやTNFa)を産生するILC1，II型
　サイトカイン(IL-4, IL-5, IL-13)を産生するILC2，III型サイトカイン（IL-17, IL-22)を産生するILC3に分類
　された。従来から研究されていたNK細胞は，ILC1と同様のI型サイトカインを産生するが，組織常在性
　がなく，細胞障害活性がより強いことから，NK細胞を細胞障害性ILC，ILC1，ILC2，ILC3の3つを
　ヘルパーILCと呼ぶようになった。ヘルパーILCは，広く分布しており，様々な病態・疾患との関連性が
　明らかになってきている。

授業計画
講　　　義　　　題　　　目

担当教員
講座名

〔実施場所〕(講　　  義　 　 内　 　 容）

単位数 　１単位（選択） 配当年次 　１，２年次

授業形態 　講義，実習 実施場所 　授業計画の〔実施場所〕を参照

開講期間 　2022年４月～2022年９月（日程の詳細は応相談）

開講曜日・時間 　科目履修登録終了後に受講者へメールで連絡します

授業の概要・到達目標

クラスター 　生体機能系クラスター

授業科目名 　細胞生物学・実習

担当者名 分担者 　――
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責任者 　打波　宇

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

打波　宇

消化器外科学
〔１-６病棟

ｶﾝﾌｧﾚﾝｽﾙｰﾑ〕

癌再発と生体機能

放射線学的診断と治療対策

内視鏡学的診断と治療対策

胃切除術の適応と想定される欠損症状と合併症

感染症と術中術後合併症

大腸切除術の適応と想定される欠損症状と合併症

肝切除術の適応と肝不全

肝臓の脈管解剖と許容可能切除範囲

胆道再建の方法と想定される欠損症状と合併症

膵頭十二指腸切除術と想定される欠損症状と合併症

講　　　義　　　題　　　目

授業の概要・到達目標

授業の目的：手術適応の決定と手術後の生体機能の維持を理解することを目的とする。
授業の到達目標：手術により生じる解剖学的欠損障害と合併症を理解し，説明できるようになることを
　目標とする。

授業の概要：
 1.  胃癌の治療において選択する切除の範囲，再建方法による術後障害の違いを理解する。
 2.　大腸切除の切除範囲と再建・神経切除による膀胱機能障害・その回避策について理解する。
 3.　肝切除量との肝不全発症リスクの関係・残肝機能的予備力の判定について理解する。
 4.　解剖学的肝切除のエッセンス・解剖学的バリエーションと手術の工夫について理解する。
 5.　胆道再建時の術後併発症とそれによる長期的生体調節のデメリットについて理解する。
 6.　膵頭十二指腸切除術の術後併発症とそれによる長期的生体調節のデメリットについて理解する。
 7.　感染症の併存が手術治療の合併症・予後にもたらす影響を理解し，対策を学ぶ。
 8.　癌の再発がもたらす術後生体機能に及ぼす影響と対策を学ぶ。
 9.　手術設計における放射線診断の意義と注意点を理解する。
10.　内視鏡学的診断とインターベンションの手術設計における意義を理解する。

授業計画

担当教員
講座名

〔実施場所〕(講　　  義　 　 内　 　 容）

クラスター 　生体機能系クラスター

授業科目名 　生体調節外科学・実習

担当者名 分担者

単位数 　１単位（選択） 配当年次

開講曜日・時間

　科目履修登録終了後に受講者へメールで連絡します 

　１，２年次 

授業形態

開講期間

　毎週木曜日　18:00～20:00（日程の詳細は応相談） 

　授業計画の〔実施場所〕を参照実施場所　実験実習

その他特記事項

履修に関する情報：社会人大学院生など，勤務等で実習に出席できない場合には日程の調整に応じま
す。
教科書・参考文献：必要に応じて資料を配付する。または，文献を指定する。
自学自習時間における学習内容：到達目標や授業内容に応じた準備学習を行うことが望ましい。

授業形態および成績の評価方法･基準

　講義室（研究室）での実習20時間＋自学自習25時間，計45時間で１単位とし，評価は出席状況と
口頭試問および提出したレポートの内容を考慮して行う。

問い合わせ先(氏名，メールアドレス等）

　打波　宇，huchi@gipc.akita-u.ac.jp

専
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責任者 　宮腰　尚久

1

2

3

4

5

6

7

8

問い合わせ先(氏名，メールアドレス等）

　整形外科医局，seikei@doc.med.akita-u.ac.jp

履修に関する情報：社会人大学院生など，勤務等で実習に出席できない場合には日程の調整に応じま
す。
教科書・参考文献：必要に応じて資料を配付する。または，文献を指定する。
自学自習時間における学習内容：到達目標や授業内容に応じた準備学習を行うことが望ましい。

その他特記事項

単位数 　１単位（選択） 配当年次

開講曜日・時間

　科目履修登録終了後に受講者へメールで連絡します 

　１，２年次

授業形態

開講期間

　毎週月曜日　18:00～21:30（日程の詳細は応相談）

　授業計画の〔実施場所〕を参照実施場所　講義

クラスター 　生体機能系クラスター

授業科目名 　生体力学・実習

担当者名 分担者 　本郷　道生，粕川　雄司，野坂　光司

講　　　義　　　題　　　目

授業の概要・到達目標

授業の目的：生体力学を担う運動器の構造とバイオメカニクスについて学ぶことを目的とする。
授業の到達目標：運動器の骨と関節の構造の基礎を学び，脊椎と関節（股関節・肩関節）のバイオ
　メカニクスについて理解することを目標とする。

授業の概要：
 1,2． 骨，関節の構造の基礎：骨と関節には体形の保持，体液電解質平衡の維持などの重要な
　働きがある。本講ではこの基本構造を概説し，外力や外傷に対する骨の基本的反応の過程や分子
　生物学的観点から得られた知見についても紹介する。（担当：宮腰）
 3,4． 脊椎のバイオメカニクス：脊椎は椎体，椎間板，椎間関節，椎弓や，多くの靭帯組織から構成
　される複雑な構造を有している。さらに脊椎には脊髄の保護という重要な役割がある。本講では
　これらの構造と腰痛の関連性について概説する。（担当：本郷）
 5,6． 股関節のバイオメカニクス：股関節は最大荷重関節であり，その障害は重大なADLの低下に
　つながる。関節の構造自体は比較的単純であるが，周囲組織や，近傍の関節との関係など，実際の
　診療において理解すべき点は多い。本講では股関節を中心に下肢全体のバイオメカニクスについて
　述べる。（担当：野坂）
 7,8． 肩関節のバイオメカニクス：上肢は多くの関節から構成され精巧な運動を行っている。中でも
　肩関節は人体の中で最大の可動域を有しており，その特殊な構造を理解することが肩関節疾患の
　理解に役立つ。本講では最近の知見も交え，肩関節の構造と疾患の関連性について概説する。
　(担当：粕川)

担当教員
講座名

〔実施場所〕(講　　  義　 　 内　 　 容）

骨，関節の構造の基礎 宮腰　尚久

整形外科学
〔北臨床棟２階
ｶﾝﾌｧﾚﾝｽﾙｰﾑ〕

授業形態および成績の評価方法･基準

　講義室での講義30時間＋自学自習15時間，計45時間で１単位とし，評価は出席状況と口頭
試問および筆記試験の結果，提出したレポートの内容を考慮して行う。

肩関節のバイオメカニクス 粕川　雄司

股関節のバイオメカニクス 野坂　光司

脊椎のバイオメカニクス 本郷　道生
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