
責任者 　沼田　朋大

1 沼田　朋大

2 沼田　朋大

3 沼田　朋大

4 沼田　朋大

5 沼田　朋大

6 講座所属教員

7 講座所属教員

8 講座所属教員

9 講座所属教員

10 講座所属教員

その他特記事項

履修に関する情報：代謝・情報系クラスター「ｲｵﾝﾁｬﾈﾙと神経機能学･実習」との共通科目。
　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。

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

　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　実習

クラスター 　神経科学系クラスター

授業科目名 　イオンチャネルと神経機能学・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をもとに，イオンチャネルにかかる最新の研究論文を理解
　するための基礎的な知識を学習する。
授業の到達目標：イオンチャネルにかかる最新の研究論文を理解するための知識を理解し，説明
　することを目標とする。

授業の概要：最初にNa+チャネル・Ca++チャネル・Piezoチャネル・TRPチャネルについて分類し，存在
　部位・興奮性の特徴の特徴について解説する。
　中盤は，神経伝達物質や内分泌細胞の信号伝達機構に関わるイオンチャネルの特徴を考える。
　後半は，神経疾患・内分泌疾患・代謝疾患で起こるの神経機構の変化について，イオンチャネル
　（信号物質を含む）の面から学習する。

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
〔基礎棟5階ｾﾐﾅｰ室〕

神経疾患の神経機構

代謝疾患の神経機構

代謝疾患の神経機構

講　　　義　　　題　　　目

Na+チャネルの特徴

神経疾患の神経機構

Ca++チャネルの特徴

Piezoチャネルの特徴

TRPチャネルの特徴

神経伝達物質とイオンチャネル

内分泌細胞の信号伝達機構
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責任者 　沼田　朋大

1 沼田　朋大

2 沼田　朋大

3 沼田　朋大

4 沼田　朋大

5 沼田　朋大

6 講座所属教員

7 講座所属教員

8 講座所属教員

9 講座所属教員

10 講座所属教員

器官統合・生理学
〔基礎医学研究棟
1階第一会議室〕

光化学実験法

光化学実験法

光化学実験-解析法

講　　　義　　　題　　　目

マウスの行動実験とデーター記録法

脳細胞外信号記録解析法

マウスの行動実験とデーター解析法

in vitroスライスパッチクランプ記録法

in vitroスライスパッチクランプ記録法

in vivoスライスパッチクランプ解析法

脳細胞外信号記録法

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をもとに，代表的な神経生理学的研究法について理解する
　ことを目的とする。
授業の到達目標：代表的な神経生理学的研究法を理解し，説明することを目標とする。

授業の概要：
 1,2. マウスの行動実験とデーター記録法：マウスの行動実験に必要な要素について学習する。
 3,4,5. in vitroスライス、単離細胞のパッチクランプ記録法：スライス標本作成、動物麻酔の方法，電気生理学
的検討のパラメーター獲得と解析法を学習する。
 6,7. 脳細胞信号記録法：脳に関連する電気信号を記録し、解析することを学習する。
 8,9,10. 光化学実験法：光化学でマウスに導入し伝達物質や受容体を標識する。
　　蛍光陽性細胞に電気生理学的検討を行う方法を学習する。

授業計画

担当教員
講座名

〔実施場所〕(講　　  義　 　 内　 　 容）

クラスター 　神経科学系クラスター

授業科目名 　神経伝達機構・実習

担当者名 分担者 　器官･統合生理学講座所属教員

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　実習

その他特記事項

履修に関する情報：代謝・情報系クラスター「神経伝達機構･実習」との共通科目。
　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。

授業形態および成績の評価方法･基準

　講義室での実習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

専

門

科

目

神
経
科
学
系　ク
ラ
ス
タ
ー
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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：生体機能系クラスター「神経科学･実習」との共通科目。
　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　実習

クラスター 　神経科学系クラスター

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をもとに，広く神経化学・神経科学・電気生理学・神経薬理
　学について理解することを目的とする。
授業の到達目標：広く神経化学・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，神経化学染色法，光化学という課題から　関連する遺伝子，光化学分野の実験手
技を中心としたテーマについて，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

神経標識法

神経化学染色法

光誘導性興奮法

光化学
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責任者 　三島　和夫

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

三島　和夫

精神科学
〔講座医局２〕

ヒトの睡眠構造，覚醒水準，概日リズム特性を評価する
検査手技

今西　彩

睡眠-覚醒障害の症候および病態生理仮説 三島　和夫

向精神薬の神経薬理 三島　和夫

精神疾患の症候および病態生理仮説 竹島　正浩

意識，睡眠-覚醒，概日リズムの制御メカニズム

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）

　三島　和夫，mishima@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　講義

クラスター    神経科学系クラスター

授業科目名 　 精神科学・実習

担当者名 分担者 　竹島　正浩，太田　英伸，今西　彩

講　　　義　　　題　　　目

授業の概要・到達目標

授業の到達目標：主要な精神疾患および睡眠-覚醒障害の病態を理解し，臨床研究を行う際の
　アプローチ法について説明できる。以下の個別の課題について理解し，説明できる。

授業の概要：精神機能主たる要素である「意識」「知覚」「思考」「感情」「意欲」「記憶」「知能」に
　関わる神経基盤と，主要な精神疾患に特徴的な症候とその病態生理について解説する。
 1. 意識，睡眠-覚醒，概日リズムの制御メカニズム
 2. 気分障害の症候および病態生理仮説
 3. 統合失調症の症候および病態生理仮説
 4. 睡眠-覚醒障害の症候および病態生理仮説
 5. 神経発達障害の症候および病態生理仮説
 6. ヒトの睡眠構造，覚醒水準，概日リズム特性を評価する検査手技

授業計画

担当教員
講座名

〔実施場所〕(講　　  義　 　 内　 　 容）

専

門

科

目

神
経
科
学
系　ク
ラ
ス
タ
ー
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責任者 　清水　宏明

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
脳血管内治療の基礎と臨床 高橋　佑介

高橋　和孝

清水　宏明

脳神経外科学
〔臨床北棟3F

ｶﾝﾌｧﾚﾝｽﾙｰﾑ・WEB〕

虚血性脳血管障害の臨床と研究の最先端

出血性脳血管障害の臨床と研究の最先端

良性脳腫瘍・定位放射線治療の臨床と研究の最先端

悪性脳腫瘍の臨床と研究の最先端

清水　宏明

小野　隆裕

講　　　義　　　題　　　目

授業の概要・到達目標

授業の目的：脳神経外科では，脳血管障害・脳卒中，脳腫瘍，頭部外傷など多岐にわたる脳神経系
　全般の外科的疾患の診断，治療を担当している。本講義では，脳神経外科の各領域における
　basic science，および臨床の現況と展望について概説する。
授業の到達目標：脳血管障害・脳卒中，脳腫瘍，頭部外傷など脳神経外科で扱う病態を理解し，
　基礎的な研究知見を理解し説明できることを目標とする。

授業の概要：
 1,2. 虚血性脳血管障害の基礎、病態生理と治療概要
 3,4. 脳動脈瘤や脳動静脈奇形の形成・増大機序、治療概要
 5,6. 良性脳腫瘍の最新知見
 7,8. 悪性脳腫瘍の最新知見
 9,10.  高精度定位放射線治療 –放射線生物学的知見から-.

授業計画

担当教員
講座名

〔実施場所〕(講　　  義　 　 内　 　 容）

クラスター 　神経科学系クラスター

授業科目名 　脳神経外科学・実習

担当者名 分担者 　高橋　和孝，高橋　佑介，小野　隆裕

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

　毎週水曜日　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，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）

　清水宏明，nshrk@med.akita-u.ac.jp
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責任者 　宮腰　尚久

1

2

3

4

5

6

7

8

講　　　義　　　題　　　目

授業の概要・到達目標

授業の目的：運動生理学の基礎から臨床における機能について理解することを目的とする。
授業の到達目標：運動生理学の基礎，筋肉の解剖と生理機能を含めた神経ネットワークとニューロ
　モジュレーションについて理解し，さらに運動による脊椎や関節の運動器疾患についての診断や
　治療法を手術の実際も含め理解することを目標とする。

授業の概要：
 1,2. 運動生理学の基礎：一般生理学を概説し，運動による呼吸や代謝，神経や筋肉の変化など
　　運動生理学の基礎を概説する。（担当：本郷）
 3,4. 運動生理学の評価：運動による呼吸・代謝ついての評価，神経と筋の解剖や生理機能を含めた
　　変化に対する評価と神経ネットワーク解析やニューロモジュレーションについて述べる。
　　（担当：粕川）
 5,6,7,8. 運動器疾患の診断と治療：運動による腰痛や靭帯損傷などの脊椎や関節の運動器障害に
　　ついて診察や画像を含めた診断と，それに対する対処・治療法について手術手技も含めて概説
　　する。（担当：宮腰，野坂）

授業計画

担当教員
講座名

〔実施場所〕(講　　  義　 　 内　 　 容）

整形外科学
〔北臨床棟2階

講座ｶﾝﾌｧﾚﾝｽﾙｰﾑ〕

運動器疾患：関節 野坂　光司

運動器疾患：脊椎 宮腰　尚久

運動生理学② 粕川　雄司

運動生理学① 本郷　道生

クラスター 　神経科学系クラスター

授業科目名 　運動生理学・実習

担当者名 分担者 　本郷　道生，粕川　雄司，野坂　光司

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

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）

　整形外科医局，seikei@doc.med.akita-u.ac.jp
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責任者 　岩瀬　剛

1 岩瀬　剛

2 岩瀬　剛

3 岩瀬　剛

4 岩瀬　剛

5 岩瀬　剛

6 岩瀬　剛

7 岩瀬　剛

8 岩瀬　剛

9 岩瀬　剛

10 岩瀬　剛

眼科学
〔講座セミナー室〕

症例検討会，論文抄読会への参加

症例検討会，論文抄読会への参加

課題発表，ディスカッション

講　　　義　　　題　　　目

症例検討会，論文抄読会への参加

症例検討会，論文抄読会への参加

症例検討会，論文抄読会への参加

症例検討会，論文抄読会への参加

症例検討会，論文抄読会への参加

症例検討会，論文抄読会への参加

症例検討会，論文抄読会への参加

授業の概要・到達目標

授業の目的：症例検討会に参加し，実際の症例に対する対策について学ぶこと，抄読会に参加する
　ことで，最新の医学論文情報や医学英語に触れ，英語論文に興味を持もつことなどを目的とする。
授業の到達目標：症例に対する対策を見聞きし，自ら考え論文等から情報を得て，方向性を見出し
　説明できることを目標とする。

授業の概要：
 1～9. 症例検討会，論文抄読会へ参加し，症例及び論文への理解を深める。
10. 与えられた課題を自ら調べ発表し，担当教員および他の学生と共にディスカッションを行う。

授業計画

担当教員
講座名

〔実施場所〕(講　　  義　 　 内　 　 容）

クラスター 　神経科学系クラスター

授業科目名 　神経眼科学・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 

　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　講義，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

　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）

　岩瀬　剛，tiwase@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

講　　　義　　　題　　　目

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

担当教員
講座名

〔実施場所〕(講　　  義　 　 内　 　 容）

クラスター 　神経科学系クラスター

授業科目名 　疼痛管理学

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

　科目履修登録終了後に受講者へメールで連絡します

　WEB講義実施場所　WEB講義

麻酔科学

WEB講義

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】：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）

　新山 幸俊，niiyama@med.akita-u.ac.jp

慢性痛と不安

周術期合併症

新しい教育システム
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責任者 　板東　良雄

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

渡辺　雅彦
（非常勤）

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 (録画視
聴など)に応じるが、事前に相談すること。
　外部講師による講義については外部講師の予定を優先し，改めて日程調整を行う。
　来学時期の関係により，木山先生の講義は6月下旬，鵜川先生の講義は7月中旬を予定している。
　外部講師は現時点での予定であり，変更になる場合もありえる（変更の際は連絡します）。
教科書・参考文献：特にないが、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

　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
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）

　板東　良雄，ybando@med.akita-u.ac.jp

（北海道大学）
〔基礎医学研究棟

第二会議室〕小脳の発生(2)

小脳の発生(1)

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（非常勤講師以外の日程の詳細は応相談）

　１，２年次

授業形態

開講期間

　毎週月曜日　18:00～21:30（非常勤講師以外の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 　神経科学系クラスター

授業科目名 　脳神経解剖学

担当者名 分担者 　渡辺　雅彦，木山　博資，鵜川　眞也

授業の概要・到達目標

授業の目的：ニューロンや種々のグリア細胞の機能異常が各種神経疾患にどのように関わるかについて理解
する。
授業の到達目標：最新の知見に基づいて神経疾患の病態を説明できることを目標とする。

授業の概要：
 1. グリア細胞の機能異常が神経疾患とどのように関連しているかについて概説する。
 2.  認知症などの神経変性疾患の病態について概説する。
 3.  多発性硬化症の病態について概説する。
 4. チャネル・トランスポーターの機能異常と神経疾患の病態について概説する。
 5. 小脳の発生および小脳におけるグルタミン酸の役割について概説する。

担当教員
講座名

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

（名古屋市立大学）
〔基礎医学研究棟

第二会議室〕

（名古屋大学）
〔基礎医学研究棟

第二会議室〕

グリアと神経疾患(1)

グリアと精神疾患

グリアと神経疾患(2)

チャネル・トランスポーターと神経疾患(1)

神経変性疾患の病態(1)

中枢性脱髄疾患の病態

神経変性疾患の病態(2)

チャネル・トランスポーターと神経疾患(2)

板東　良雄

板東　良雄

形態解析学・
器官構造学

〔講座研究室〕
形態解析学・
器官構造学

〔講座研究室〕

鵜川　眞也
（非常勤）

木山　博資
（非常勤）
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