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東京女子医科大学設立の精神 

 

Ⅰ. 建学の精神 

東京女子医科大学は、1900 年（明治 33 年）に創立された東京女醫學校を母体として

設立された。東京女子医科大学の創立者である吉岡彌生は、1952 年（昭和 27 年）新制

大学設立に際し、東京女醫學校創立の主意をもって建学の精神とした。その主旨は、高

い知識・技能と病者を癒す心を持った医師の育成を通じて、精神的・経済的に自立し社

会に貢献する女性を輩出することであった。新制大学設立時の学則には「医学の蘊奥を

究め兼ねて人格を陶冶し社会に貢献する女性医人を育成する。」と記されている。 

建学の精神に基づく医療人育成の場として、1998 年（平成 10 年）度より新たに看護

学部が新設された。医療を行うものが学ぶ学府として、現在の東京女子医科大学の使命

は、最良の医療を実践する知識・技能を修め高い人格を陶冶した医療人および医学・看

護学研究者を育成する教育を行うことである。大学建学の精神に基づき、大学教育では

社会に貢献する女性の医療人を育成する。 

 

Ⅱ. 大学の理念 

東京女子医科大学の使命を達成するための教育・研究・診療の基盤となる理念は、「至

誠と愛」である。至誠は、「常住不断私が患者に接するときの根本的な心構えを短い二

つの文字のなかに言い現したもの（吉岡彌生傅）」という創立者吉岡彌生の座右の銘で

あり、「きわめて誠実であること」「慈しむ心（愛）」は教育・研究・診療の総ての場に

おいて求められる。大学およびそこに学び働くものは本学の理念である「至誠と愛」に

従って活動しなくてはならない。 
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序  言 

学 長 

 

東京女子医科大学は、社会的に自立する女性医療者の育成を建学の精神として、「至誠と

愛」を理念に創立され、100 年以上に渡り医学生を育ててきた。良い医師を育てるために、

質の高い教育を行い、優れた医療を提供し、医学に係わる高い水準の研究を推進してきた。

本学は医学生が学ぶために最良の環境と教育プログラムを用意している。学生にはこの環

境とプログラムを最も有効に活用して学んでもらいたい。 

本学の最新の教育プログラムは 2017 年度に改訂された MD プログラム 2011（2011 年度

1 年生より導入）であるが、その原形は 1990 年に日本で初めてのテュートリアル教育、イ

ンタビュー教育（その後、『ヒューマンリレーションズ』、『人間関係教育』、そして 2018 年

度には『「至誠と愛」の実践学修』に発展）、そして関連領域全体を理解して学ぶ統合カリキ

ュラムである。 

 MD プログラム 2011 では、学生が学ぶ目標、すなわち自分が卒業するときに達成すべき

知識・技能・態度の専門的実践力をアウトカム、アウトカムに到る途中の目標をロードマッ

プで示した教育プログラムが導入された。2017 年度の改訂では、医師としての実践力の基

本を学部卒業時に達成するための臨床教育の改善が行われた。2018 年度には、医師の態度、

振る舞い、倫理、コミュニケーション力、女性医師キャリアなどを、創立者が臨床で常に実

践した信念である「至誠と愛」の理念のもと、現代の医療を実践するカリキュラムとして、

従来の『人間関係教育カリキュラム』を改訂し『「至誠と愛」の実践学修』と改称した。本

学の教育は、至誠と愛を実践する良い医師となるための教育であるが、学生は本学で学ぶそ

の意義を認識し、本学の卒業生としてこの理念を継承する自覚を持って学修してもらいた

い。 

 どのように学修するかが示されているのが、この「学修の手引き」である。学生、教員が

ともに学修の目標、方法、内容、評価を共通に理解することが、良い教育が行われる一つの

条件である。この手引きが有効に活用されることを望む。 
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東京女子医科大学の目的 

 

 本学は、教育基本法および学校教育法に基づき、女子に医学の理論と実際を教授し、 

創造的な知性と豊かな人間性を備え、社会に貢献する医人を育成するとともに、深く 

学術を研究し、広く文化の発展に寄与することを目的とする。『学則第 1条』 

 

 

医学部の教育目標 

 

 将来医師が活躍しうる様々な分野で必要な基本的知識、技能および態度を身に体し、 

生涯にわたって学修しうる基礎を固める。 

 すなわち、自主的に課題に取り組み、問題点を把握しかつ追求する姿勢を養い、医 

学のみならず広く関連する諸科学を照覧して理論を構築し、問題を解決できる能力お 

よび継続的に自己学修する態度を開発する。さらに、医学・医療・健康に関する諸問 

題に取り組むにあたっては、自然科学にとどまらず、心理的、社会的、論理的問題等 

も含め、包括的にかつ創造的に論理を展開でき、様々な人々と対応できる全人的医人 

としての素養を涵養する。 

 

 

東京女子医科大学医学部における 

人材の養成に関する目的・その他の教育上の目的 

 

(趣旨) 

第 1 条 本内規は、東京女子医科大学学則第 1 条第 2 項及び東京女子医科大学院学則第 1 条に基づき、

人材の養成に関する目的、その他の教育研究上の目的に関して必要な事項を定める。 

(医学部の目的) 

第 2条 医学部における人材の養成に関する目的は次のとおりとする。 

(1)「至誠と愛」を実践する女性医師および女性研究者を育成すること。 

(2) 社会を先導する医療人、そして多様なキャリア形成とライフサイクルの中で、自分を磨き続けること

のできる女性医師あるいは女性研究者を育成すること。 

2 医学部におけるその他教育研究上の目的は次のとおりとする。 

(1) 将来医師として自らの能力を磨き、医学の知識・技能を修得し、生涯にわたって学習を継続しうる

基礎的能力を獲得すること。 

(2) 患者一人ひとりに向き合い、それぞれの悩みを解決でき、かつ医療を実践する過程で、様々な人々と

協働できる素地を獲得すること。      
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東京女子医科大学医学部における４つのポリシー 

 

ディプロマ・ポリシー (卒業認定・学位授与の方針) 

 

卒業時には定められた授業科目を修了し、学修成果（アウトカム）に示す「医の実践力」と「慈

しむ心の姿勢」を修得して以下の能力を備えることが求められます。 

 

1. 医師としての基本的診療能力を持ち、考え、行動することができる。  

2. 自ら問題を発見し解決する能力を持つ。  

3. 医学の発展、変化する地域や国際的な医療に適応する科学的および臨床的思考力を持つ。  

4. 安全な医療を行える能力を有する。  

5. 生涯にわたり女性医師として「至誠と愛」の理念を持ち、振る舞い、自立して社会に貢献する

意思を持つ。  

 

 要件を満たした者には卒業を認め、学士（医学）を授与します。 

 

カリキュラム・ポリシー (教育課程編成・実施の方針) 

 

卒業時に達成すべき医師として必要な基本知識、技能および態度を「医の実践力」および「慈し

む心の姿勢」として示した学修成果（アウトカム）を達成し、建学の精神に沿って自立して社会に

貢献する医療者となる基礎を体得し、大学の理念である「至誠と愛」を生涯に亘り実践するカリキ

ュラムが構築されています。アウトカムを達成するための段階的な目標はロードマップとして示さ

れ、様々なカリキュラム、学修法によりロードマップとアウトカムを達成します。 

 

「医の実践力」の学修は、1年次から 6年次まで関連した専門領域が統合（水平的統合）された

セグメントとして 10に区分されたカリキュラム、および縦断的カリキュラムとして「情報処理・統

計」、「国際コミュニケーション」および「基本的・医学的表現技術」を 6学年通して統合（垂直的

統合）し学修します。「医の実践力」に含まれる、自主的に課題に取り組み、問題点を把握しかつ追

求する姿勢を養い、医学のみならず広く関連する諸科学を照覧して理論を構築し、問題を解決でき

る能力および継続的に自己学修する力を、テュートリアル、チーム基盤型学修、研究プロジェクト

等の能動学修プログラムおよび各セグメントにおける実習を通じて学びます。 

 

「慈しむ心の姿勢」の学修は、専門職としての使命感、倫理感、態度、女性医師としての特徴、

キャリア、リーダーシップとパートナーシップ、コミュニケーション、医療安全、チーム医療等を

体得する「『至誠と愛』の実践学修」が水平的ならびに垂直的に統合され 6年間を通して学びます。

一部は、セグメント科目やテュートリアルでも学びます。 

 

医師となる訓練として、1年次から段階的に患者さんと接する実践の場やシミュレーション等で

学ぶ機会が設けられ、4年次修了までに「医の実践力」および「慈しむ心の姿勢」の学修を含め、

医師としての基本的知識、技能、態度の修得が求められ、さらに 5年次から 6年次では指導者の下

で診療に参画して学修する診療参加型臨床実習を行い、卒業までに医師としての基本的診療能力を

持ち、考え、行動できるように学修します。 

 

医師としての素養、国際的医療実践、組織・社会の先導力を涵養するために、選択科目、国外で

の臨床実習、リーダーシップ学修の機会が提供され、学生が自分の個性を伸ばすため、医療者の新

しい役割を認識するために活用できます。 
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セグメント、縦断的カリキュラム、テュートリアル、チーム基盤型学修、「『至誠と愛』の実践学

修」の学修成果は、それぞれの学修目標に照らして、筆記試験、レポート、技能試験、態度・姿勢

の観察評価により総合的に評価され、学年毎に定められた科目・単位の修了により、次学年に進級

します。また、各科目の評価を GPA (Grade Point Average)として評価し進級の要件とします。さ

らに、共用試験として行われる 4年次の CBT (Computer Based Testing)、 OSCE (Objective 

Structured Clinical Examination)、P-SAT（Problem-solving Ability Test）、ならびに 6年次の

Post-CC (Clinical Clerkship) OSCEは、進級の要件となります。進級の認定が得られなかった場

合は、翌年に限り同一学年の全必修科目を再履修し、再度評価を受けます。 

 

アウトカム・ロードマップの評価は、それぞれの科目試験、「『至誠と愛』の実践学修」評価、テ

ュートリアル・チーム基盤型学修および実習の評価、臨床実習のポートフォリオ評価等から、関係

する評価を統合して学修成果（アウトカム）に沿って評価を行います。 

 

アドミッション・ポリシー(入学者受入れの方針) 

 

自らの能力を磨き、医学の知識・技能を修得して自立し、「至誠と愛」を実践する女性医師および女性研究者

となるために、学修者自身が問題意識をもち、自らの力で知識と技能を発展させていく教育を行います。 

医師を生涯続ける意志を持ち、幅広い視野を身につけ、自ら能力を高め、問題を解決していこうとする意欲

に燃えた向学者で、以下のような人材を求めます。  

医学部が求める入学者像 

1.きわめて誠実で慈しむ心を持つ人  

2.礼節をわきまえ、情操豊かな人   

3.独立心に富み、自ら医師となる堅い決意を持つ人  

4.医師として活動するために適した能力を有する人 

 

本学で学修しようとする者には、本学の建学の精神と大学の理念を理解して学ぶことを求めます。その上で、

本学のカリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）に沿って学修して､学修成果（アウトカム）を達

成し、ディプロマ・ポリシー（卒業認定・学位授与の方針）を満たし、生涯に亘り医師として、女性医療者とし

て自立して多方面で活躍する人材を、多様な方法により選抜します。 

一般選抜においては、高等学校等における学修成果の評価を筆記試験で、また医師となる適性、使命感、将

来継続して女性医師として社会に貢献する心構え、そして「至誠と愛」の理念の下に本学で学びディプロマ・

ポリシーを達成する意思を面接、小論文、適性試験により評価します。 

学校推薦型選抜（一般推薦）では、高等学校等における知識・技能・態度の学修成果や医師となる適性を高

等学校の推薦書等に基づき評価し、さらに医師としての使命感、将来継続して女性医師として社会に貢献する

心構え、そして問題を発見し、学修し、解決する自ら学ぶ力、「至誠と愛」の理念とカリキュラム・ポリシーを

理解して学びディプロマ・ポリシーを達成する意思を面接、小グループ討論、小論文、適性試験により評価し

ます。 

学校推薦型選抜（「至誠と愛」推薦）では、本学の建学の精神、大学の理念を継承し、生涯医療者として社会

に貢献する意志をもつ優秀な者を受け入れるため、3 親等以内の親族に本学医学部同窓会至誠会の会員または

準会員がおり、高等学校等の推薦に加えて、至誠会の推薦を受けた者を対象として、面接、受験生の建学の精

神についての理解を問う小論文、思考力試験により評価します。 

学校推薦型選抜（指定校推薦）では、指定校からの推薦書から本学の建学の精神と理念を理解しカリキュラ

ム・ポリシーおよびディプロマ・ポリシーに適性の高い志望者であることを確認し、さらに志望者に対して医

師となる使命感、適性、将来継続して女性医師として社会に貢献する心構え、「至誠と愛」の理念の下に本学の

カリキュラム・ポリシーを理解して学びディプロマ・ポリシーを達成しようとする強い意思を、面接、小グル

ープ討論、小論文、思考力試験により評価します。 

入学までに期待する学修項目は、社会、医療を先導する女性医療者となる確固たる意思の醸成、専門職に求

められる自らの学修を振り返りながら新たな課題を発見し問題解決する学び方、考え方の学修、ひと、特に病
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めるひとに相対する医療者が持つべき態度、心配り、倫理観を学ぶ基盤となる、人と交わる力の醸成です。 

 

アセスメントポリシー 

 

入学時にはアドミッション・ポリシーを満たす人材か、在学中はカリキュラム・ポリシーに則っ

て学修が進められているか、卒業時はディプロマ・ポリシーを満たす人材となったかを以下の基準

で評価します。 

 入学時 在学中 卒業時 

大学 

（機関レベル） 

 

入学者選抜 

入学時調査 

休学率・退学率・学

生調査・課外活動状

況 

学士授与（卒業）

率・国家試験合格

率・大学院進学率・

就職率・学生調査・

アンケート調査  

医学部 

（課程レベル） 

 

入学者選抜 

入学時調査 

進級率・休学率 

退学率・試験結果 

GPA・ポートフォリ

オ・共用試験 CBT・共

用試験 OSCE・Mini-

CEX・実習評価・学生

調査・課外活動状況  

卒業試験・Post 

CC-OSCE・学士授与

（卒業）率・国家試

験合格率・ストレー

ト卒業率・大学院進

学率・就職率・アン

ケート調査  

学部科目レベル 入学者選抜 単位認定・定期試

験・レポート評価・

実習評価・小テスト 

出席率・至誠と愛の体

得度・ポートフォリ

オ・授業評価アンケー

ト 

 

大学院医学研究科 

（課程レベル） 

 

入学者選抜 

入学時調査 

進級率・休学率・退

学率・単位認定・レ

ポート評価・研究計

画書・研究指導状況

報告書・中間発表会

評価 

学位授与率・修了

率・学位論文の IF・

就職率・学生調査・

アンケート調査  

大学院科目レベル 入学者選抜 単位認定・レポート

評価・研究計画書・

研究指導状況報告

書・中間発表会評価 

 

 

学部学生では、科目等では合格基準として詳細は学修の手引きに示し、進級については、及落判定基

準として学生便覧に示します。大学院生に関しては大学院便覧に示します。継続的に形成的評価を行

い、学生への指導に使用します。また、その結果の学修成果（達成度）を評価するために、決まった

時期と数の総括的評価を実施します。これらの評価は、統合教育学修センターでの解析等によって評

価そのものの事後評価を行い、信頼性と妥当性を最大化します。  
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MD プログラム 2011 改訂版について 

 

東京女子医科大学医学部で医学を学ぶことは、大学の理念を受け継ぎ、社会に貢献する

力を持った医師を目指して学修することである。医学部は 110 年を超える歴史の中で女性

医師を育てるための教育に力を入れてきたが、平成 29 年度新入生から新たなカリキュラム

を導入した。新カリキュラムは、それまでのカリキュラム MD プログラム 2011 の良い点を

踏襲しつつ、現代社会のニーズあるいは日本と世界で求められる、医師像を「至誠と愛」

の理念のもとに達成することを目指す。 

 

MD プログラム 2011 改訂版は４個の包括的目標を持つ。 

1） 卒業時に基本的知識を持ち、医師として考え行動し、振る舞うことができる実践力を

持つこと。 

2） 学生が自分の目標を知り、自ら実践力を高められる教育となること。 

3） 科学的思考力と臨床的思考力を持つこと。 

4） 女性医師としての特徴をもち、基本的診療能力を備え、地域や国際を含めた現代の医

療および医療ニーズに即した実践力を獲得すること。 

 

MD プログラム 2011 改訂版は、以下の特徴を持つ。 

1） 知識だけでなく技能と態度を備えた実践力の最終目標をアウトカム、途中の目標をロ

ードマップとして具体的に示し、学生が入学時から最終目標に向けてどのように自己

開発をしたらよいかを明示し、またその達成度を評価する事により学生が長い学修期

間の中で目標と動機を失わないようにする。 

2） 臨床的能力を高めるため、高学年の臨床実習開始前に臨床的思考力、技能、態度の学

修を充実させ、実践的臨床実習を行う。 

3） 基礎と臨床、知識と技能を統合して学ぶ統合カリキュラムを前カリキュラムから引き

継ぎ、自ら問題を見つけ、科学的・医学的に且つ人間性を持ち、問題解決のための思

考力を講義・実習・テュートリアル教育を通じて学ぶ。 

4） 医師としての人間性・倫理・使命感・態度を育成する「至誠と愛」の実践学修を行う。 

5） 医の実践力の一部となる基本的・医学的表現技術、情報処理・統計、国際コミュニケ

ーションを 4 ないし 6 年間継続して積み上げる縦断教育を行う。 

6） 医療を支える科学に自ら触れる機会を通じて、研究の面白さを知るとともに医師が持

つべき研究的視点を学ぶ。 

7） 女性の特性を意識した医療者となるための学修を行う。 
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地域医療 
プライマリケア 
専門医療 

医学研究 

未知の問題
に取組み解
決する力 

自己開発 

至誠と愛 

女性医師 

キャリア形成

医の 実践 力

（知 識・ 技

能・臨床的思

考力・科学的

思考力） 

慈しむ心の 
姿勢 
（医師として

の姿 勢・ 態

度・使命感・

人間愛・協働） 

学部教育を通じて達成する医師としての実践力 

 

医学部の学修を通じて修得する実践力は、医の実践力と慈

しむ心の姿勢に分かれる。医の実践力は主として知識・技

術とその応用に関する 6 個の中項目、慈しむ心の姿勢は医

人としての態度・情報と意志を疎通する能力・使命感・倫

理感・専門職意識などに関する 5 個の中項目に分かれ、そ

れぞれに数個のアウトカムが定められている。アウトカム

は卒業時までに達成すべき目標の包括的目標であるが、低

学年（1/2 年）、中学年（3/4 年）、高学年（5/6 年） 

で達成すべき具体的目標をロードマップとして表してあ

る。 

アウトカム・ロードマップは各教科の目標ではなく、学修の積み重ねにより修得すべき実際に自分で

できる力、実践力、を示したものである。学生は、最終目標を見据えて学修段階に応じた目標を持ち、

教員はそれぞれ担当する教育の中で、全体像のどの段階を学生が学ぶべきかを理解して教育にあたる

ために全体が示されている。学生の評価も、科目として受ける試験などによる評価と共に、様々な評

価情報を組み合わせたロードマップ評価を行い、学生の到達度を認識できるようになる。 

 

以下にアウトカムを示す。 

Ⅰ 医の実践力 

1. 知識と技能を正しく使う力 

A. 医学的知識を医療に活用できる。 

B. 診断・治療・予防を実践できる。 

C. 基本的技能を実践できる。 

2. 問題を見つけ追求する力 

A. 解決すべき問題を発見できる。 

B. 問題を深く追求できる。 

C. 未知の問題に取り組むことができる。 

3. 問題解決に向け考え実行する力 

A. 適切な情報を集め有効に活用できる。 

B. 解決方法を選び実行できる。 

C. 結果を評価できる。 

4. 情報を伝える力 

A. 患者に情報を伝えることができる。 

B. 医療情報を記録できる。 

C. 医療者と情報交換ができる。 

全人的医人としての実践力と姿勢
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5. 根拠に基づいた判断を行う力 

A. 臨床・基礎医学の根拠を発見できる。 

B. 根拠に基づいて診療を行える。 

6. 法と倫理に基づいて医療を行う力 

A. 医療者としての法的義務を理解し守れる。 

B. 医療倫理を理解し実践できる。 

C. 研究倫理を理解し実践できる。 

D. 社会の制度に沿った診療を行える。 

 

Ⅱ 慈しむ心の姿勢 

1. 患者を理解し支持する姿勢 

A. 患者の意志と尊厳に配慮できる。 

B. 家族・患者周囲に配慮できる。 

C. 社会の患者支援機構を活用できる。 

2. 生涯を通じて研鑽する姿勢 

A. 目標を設定し達成するために行動できる。 

B. 社会のニーズに応えて研鑽できる。 

C. 自分のライフサイクルのなかでキャリアを構築できる。 

D. 自分の特性を活かした医療を行うために研鑽する。 

E. 専門職として目標を持つ 

3. 社会に奉仕する姿勢 

A. 社会・地域で求められる医療を実践できる。 

B. 医学研究を通じた社会貢献ができる。 

4. 先導と協働する姿勢 

A. 自分の判断を説明できる。 

B. グループを先導できる。 

C. 医療チームのなかで協働できる。 

5. ひとの人生へ貢献する姿勢 

A. 患者に希望を与えられる。 

B. 後輩を育てることができる。 

 

次にそれぞれのアウトカムを達成するためのロードマップ（中間目標）を示す。 
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1 医のき建設;t.J-アウトカム・ロードマップ� 

i 知織と毒素襲撃を.iEし〈告をうカ 2. 罪悪還を5患っけ懲戒するカ� 

アウトカム� A 解決すベ務総連盟を発見で殺 ~ωI B.葬軍慰愛車震� o議決できるお� IC 未知(f)罪警護憲jこ書室り組むことができる� e
.-- ー 一 一一一

1、2年

智治療聞干j>1!J;を実践できる伶

と軽装毒監を鋭 !ω デ、叫伊事ど緩み解釈できる。 現護義"警察後jから学ゐ;ベ考;⑦仮設後議事くことがで合る。� I 叡知と未知の務綴会新らかにで� 

I-2-B…れそ〉一部� i 数Q。 トトふれそ〉1-1-8-ト2)ベD口一ドマップ� 

寄与した科三神号機3然学の発車警に� (③I察後、現象、綴議警など惑もそ診C1I-(]-2)一①2-…E	@ 

。〉療Ji;Iについて縫えられる。� I 見を波ベ� 

Iそ吾川)…② 十� c-(1部必

③ 	 ら出生の五三発令と I-l-C-(]-2)② 


税務“ぞき� Qo ト トA-(H)一③
 

駒討議察牲を評判 議事例から闘う全の絞らない併とを護主持主的際線技能 関襲撃の脅整然波およ議室婆

匂できるの� 1-2…B-(3-4HD 善幸交でき.Qo 1-2-C…(3恥ヰ〉� 
3.4年� I 府機緩 和 と!①	 災践でき� 

さまを判断でる。と るのロ-子yブ 機i畿、工正予言と異常会説明ぞき 1-1-B-(3ωヰ)� 

I-2-11-(3..4) …① ② 	 米女誌の問霊童を解決十{，方法を見き主礎.1商党撃・臨床をま喜びつけ滋多}な治療記長とそのき襲警惑をプ鋭I-l-A-O{， 

っけ ことがで、きられる。

I …話一� (3-4)

察側で勢線上の心理的・明できる。� 1-1-8-(3-4) ②室主要才的疾患、 よる

トトCー(3-4ト� “て、� 社会的許容総を明疾病予防・襲撃媛縫持・公衆衛生;
 

1-l-Aー(3イト③ 


災予言を説明できる。

[-2-11-(3…ヰト②

戎長と機管、

成熟と力自信舎のふ殺と葬品常~:a:-鋭 

仰の一③(3…A…1-1O{， 

I@時即約一�  

{" 	 1-l-A…(3-4)…④ 

患者から草野しいことを除雪在ベる� α命	 感者(7)1湾建撃の表京阪を検索毒患者・家族が数えさら心潔

(5-6)ー①

臨床機織を実銭て?きる。5，6々 | ①腕の総去る斡

きる� o 1-2-B-(5-6)べD 

φ 怒緩め:絞痛の原肉そ入手容の� 

告さ・宇士会的問題・不安を・l-l-B-(5-6ト� CDドマップ をま見明できミ� 

8分(J)知らないことなる。� 号号1…1ωA-(5-6) 
物問 害警凡できる。� 1必-c-(5-6) 

関分の能力では幾多売できない悶

~~I…2-A-(ち一審) 機誌をと機能、およして、

ら総務で、ぎる。③ 	 燃著者の診繁之務綴を明多喜銭できる。③ 

I2-B-(5-6)←� 題を判断マ殺と1-1-C-(5-6)…③ かにできる。綴議警官十舗を立て� 

1-2…5ベシ6)一③1-2んのの)…②1-1-B-(5-6) 
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A 般事fI;:l曹事霊祭主法えることがでi!る。

hlJ
品
開
�
 
Mぴ

去
、

そ

で

と

成

�

 np

えるカiii嘗事華をt4. 却す君事え実行するカf問錨解決!こ設

アウトカム� IA 護軍切な� f商事費巻善緩め帯事費量!こ活用� 

D…ドマップ� 

I←� 3-A-(1-2) 

φ を支鋭を証明やる

む撃事果警警事備で惣1，).

① 繍援護総務提結果の著名ヤヨイ金tを

でき! 終{簡できる。� 

1-3-B…(1-2)…母� 1…3-C-(1-2)ωや

全養護立の間緩解決i去を考え� j命 数系� iこ予売事冬れる警察室奈を

線

、

非

同

}

文

明

、

酬

明

治

な

成
後

明

きる。 るこ� Jゴができる。� 

1-3-A…一色一⑤ I3…日一叩� 

② 

iじま� 

滋切な診療ガイドライン

択できる。� 

1-3-A…(5-6)…φ 

報検索がでを~ 90 

1-3-A…(5-6)ベJ)

薬� 9間関解決♂コカ記長

病状を慾参議2滋鱗できるよ� 

iこ{云えら才しみ。

ト� 3-(;-(5-6) ①� 1-4-Aω(5-6)-(j) 

② 診療巡絞てて、予測される問� j②言多額誌に関する情報ぞ縁者会5理

総主主主?示せ� :;)0 

1…3-C-(5叩� 6) 

③ 子予想と主義;なる結果につい

て涼!3J台湾総できる。

トシG…(5-6)一会

角手守?きるように{公えらオしる。� 

1イの…� (5-6) -(j) 

② ま&11今撃を'途切に発行附る。� 

1-4必� (5-6)…③� 

φ 括主例重要約交作成ぞきる。� 

Cむ μ養護マ主主似j縫示ができる。

トトふ� (5-6)ー⑦

(動燃緩め情慾点、投機嫌箆に報告

きる。� 1ふ喜一� (5-惑い②

必要必患者苦情報を重要約して説明� 

1-4-B-(5-6ト� I できる。� 1-4-Cー(5の)� 

③ 死てごま舎断察記入者去を雲義務て� I④ 義専門め災なる蛮療著者にヌせして適

る。� 1…ヰーか� (5-6)…(あ� i 切々惰幸護交換を4すえる。� 

I…4-C-

上ヒ車交できる。� 

i3-A-ル� 

崎
弘
崎
一
吋

ができる。
 

1…4-A-(1-2)やゆ
 I

作
�
 4

絞

殺
�
 h

v
w

J
J 〉

時数
w
内

J

考えられる。� 忍。 トヰャB-(1-2)…舎� 

f シふれそ)一②� ③ 文襲撃の華客約を作成で� 

1…4-B-(1-2)…φ 

務
�
 

問題角恥 t~ む 州こする !①適切機数慨を行た j∞ CD研究・

ロード守ツブ の惨事臨検然ができるれ

I
を議議げることがでe::;)， か検宮正、e'e::;). 

(3-4)一部 ②間以に基づ

さ告さと鋭鳴でき� 

:;). 1-3-(;-(3…4)…② 

③燃の客観的州が"とき同

I ヰー喜一� (3…4)ベ2)する方惨・三手段差了明らwまた� 択できる。

1-3-A-(3-4)-@ 主将こできる。 ③結果の持率絞め滋界を明ら� 

1-3凶器…ゅの一② かにで'e:� 

1-3-C…(3-4)ー③� 

研 刊

m
w
φ
 

〈お

。善野手t" 霞

方法、結集、湾要薬会i蕗切に害義

ぎ突できる。� 1-4-(;-(3ヰ〉①

② 

闘とう£絞め絡潔少なi綴切にイ云えら

れる。 トやふれそト③� 
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5 a.に基づいた判断を行うカ� 6 法と働理に基づいて'11Ii.を行うカ

アウト力ム� A 瞳床.&.医学の担割Eを発見できる。� B 根視に基づいて診療を行える。� A 医鍍者としての法的.務を理解し� 

守れる.

B 医療倫理を理解し実践できる。� C.研究倫理を理解し実1'1できる。� D 社会の制度に沿った惨療を

行える。� 

1、2年

ロ ドマ‘ノプ

①現象の原因・機序を検索でき

る。� 1-5-A-(1-2) ① 

②実験・実習などで得られた結� 

果を評価し予想との相違を明

確にできる。� 1-5-A-(1-2)ー②

③情報の信頼度を評価できる。� 

1-5-Aー(1-2)ー③� 

① 根 拠に基づし、て解決法を

判断できる。

1-5-8-(1-2)一①� 

②問題解決の適切性を評価

でき る。� 1-5-8-(1-2)ー②� 

①社会的規範を守った生活が� 

できる。� 1-6-Aー(1-2)ー①

② 学員IJを守った学生生活がで

きる。� 1-6-Aー(1-2)ー②

① 個人情報保護について説明でき

る。� 1-6-8-(1-2) ① 

②倫理の概念について説明するこ

とができる。� 1-6-8-(1-2)ー②

①研究倫理の概念について述べるこ

とができる。� 1-6-C-(1-2)ー①

②研究倫理に配慮、して実験・実習の

結果報告書を作成できる。

1-6-Cー(1-2)ー②

3、4年

ロードマップ

①データ・結果の根拠を批判的

に説明でき る。

1-5-A-(3-4)ー①� 

②結果・情報をもとに新たな仮

説を立てられる。

1-5-A-(3-4)ー②

③ 根拠となる文献を検索でき� 

る。� 1-5-A-(3-4)ー③� 

①診療上のエビデンスを選

ぶこと ができる。

1-5-8-(3-4) --<D 

①医学生の医行為水準を説明

でき る。� 1-6-A-(3-4)べD
② 医師法・医療法の概要を説明

でき る。� 1-6-A-(3-4)ー②� 

①医学における倫理の概念を説明

できる。� 1-6-8-(3-4)ベD
②倫理的問題を明らかにでき る。� 

1-6-8-(3-4)ー②

③患者情報が含まれる文書f.電子媒� 

体を適切に使用できる。� 

1-6-8-(3-4)べID

①基礎研究における倫理指針を概説

できる。 ト� 6-C-(3-4)ー①� 

② 利益相反(Conflict of interest)に� 

ついて説明できる。

1-6-Cー(3-4)ー②� 

①社会保障を概説できる。

1-6-0-(3-4)べD 

② 医療に関する保証制度

を概説できる。

1-6-0ー(3-4)ー②� 

5、6年

ロードマップ

①基礎的・臨床的観察を通じて

新たな発見ができる。

1-5-A-(5-6)ー①

② 問題点に関わる臨床医学文献� 

を検索できる。� 

1-5-A-(5-6) ② 

③検索した医学的情報の確かさ

を評価できる。� 

1-5-Aー(5-6)ー③

①患者に合わせた診療上の

エビデンスを選ぶことが

できる。� 1-5-8-(5-6)ー①

①病院の規則に従って診療に

関われる。� 1-6-A-(5-6)一①

①患者情報の守秘を励行して医療

を1i'える。 1-6-8-(5-6)ー-<D

②臨床倫理を実践できる。

1-6-8ー(5-6)ー②� 

③ 工工場の違いによ る倫理観の違い� 

を理解 しながら倫理判断ができ

る。� 1-6-8ー(5-6)ー③

①臨床研究の倫理指針を概説でき

る。� 1-6-C-(5-6)ー①

①愚者に合わせて医療保

険、医療補助制度を説明� 

できる。� 

1-6-0-(5-6)ベD
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1I慈しむ心の姿勢一アウト力ム・ロードマップ

患者を理解し支持する安野� 2 生涯を通じて研・する望号傍

アウト力ム� A 患者の窓志と尊厳に配 B. ;r:旗・患者周囲に配慮で c 社会の患者支lIl1構を� A 目栂をI!I:定し達成するた B 社会の一一ズに応えて� c 自分のライフサイクルの� D 自分の特性を生かした医� E 専門聡として目標を持

めに行動できる. 研舗できる。 なかでキャリアを構隻 織を行うために研・す -つ. 
11できる. きる. 活用できる。 できる. る.� 

1、2年 ①他者の意志を聞き� ① 様荷な年齢の他者と ①社会支援吊IJ度を説 ①学修よの目標を設定� ① 社会が期待する医 ①社会で活躍する女性� ① 自分の学び方を知� ① 自分の目標となる

ロードマップ 出すことができる。 意志を交わすことが 明できる。 することができる。 師像を説明できる。 の特性を述べられ り、効果的な学び方 人物像を説明でき� 

II-l-Aー(1-2)ー① で、きる。 11-l-C-(1-2)ー① 11-2-Aー(1-2)ー① 11-2-8-(ト2)ベD る。 に発展させられる。 る。

②他者を尊重 して対 11-1-8-(1-2)-<1) ② 目標達成の手段を明 11-2-C-(1-2)ー①� II-2-0-(1-2)-<1) 11-2-Eー(1-2)べD
話ができる。 らカ斗二できる。� ② 学修のための時間を� ② 真童書に学びを励行で� 

II-l-Aー(1-2)ー② 11-2-A-(1-2)ー②� 適切に自己管理でき きる。

③他者の 自己決定を ③省察(振り返り)を実 る。 11-2-0-(1-2)ー②

理解できる。 践できる。� II-2-C-(1-2)ー②� 

II-l-Aー(1-2)ベ3 II-2-Aー(1-2)ー③� 

@ 卒業ま でに学ぶべき

ことの概要を理解で

きる。� 

II-2-A-(1-2)ー④� 

3、4年 ①傾聴できる。 ①他者の気持ちに配慮、� ① 社会の支援制度を ①卒業までの学修目標 ①地域社会の医療ニ� ① 学修目標を達成する� ① 自分の特性を活かし� ① 自分のそアノレとな

ロードマップ� II-1-Aー(3-4)ー① して意志を交わすこ 利用する方法を明 を立て、自分の達成度 ーズを説明できる。 ための自己学修を計 て学修できる。 る先量産を示すこと� 

② 患者の人権・尊厳を とができる。 らカ斗こできる。 を評価できる。 11-2-8ー(3-4)ー① 画的に行える。 11-2-Dー(3-4)べD ができる。

説明できる。� II-1-8-(3-4)ー①� II-1-C-(3-4)ー①� II-2-Aー(3-4)一① 11-2-C-(3-4)ベD ②学修の中で興味を持 11-2-Eー(3-4)ー①� 

II-1-A-(3-4)ー② ②患者・家族の心理を ②医師として必要な知 ②女性のライフサイク ったことを 自ら学べ

説明できる。 識、技能、態度を述べ /レを説明できる。 る。� 

II-1-8-(3-4 ) ー~ ることができる。 11-2-C-(3-4)ー② 11-2-0-(3-4)ー②� 

II-2-Aー(3-4)ー②� ③ キャリア継続の意思

を持つ。� 

11-2-C-(3-4)ー③� 

5、6年 ①患者の 自己決定を� ① 患者 ・家族の解釈を ①患者支援制度を検 ①診察能力 ・技能を振り ①研修(実習)する地� ① ライフサイクルを理� ① 自分の目指す医師像� ① 自分の特性を活か

ロードマップ 支援し、必要な情報 理解し、対応できる。 索し利用法を説明 返り 、目標を設定し、 域社会での医療ニ 解し、その中でキャ を達成するための計 してどのような医

が提供できる。 11-1-8ー(5-6)ー① できる。 修得のための方法を ーズから、学ぶべき リア継続のための計 函を示せる。 師を目指すかを述� 

11-1-A-(5-6)ベD ② 患者・家族の信頼を 11-1-C-(5-6)ー① 明らかにできる。 ことを明 らかにで 商を立てられる。 11-2-Dー(5-6)一① べることができる。

②患者の意志を開き 得る振る舞いができ 11-2-A-(5-6)ー① きる。 11-2-C-(5-6)ベD 11-2-Eー(5-6)ー①

出すことができる。 る。 11-2-8-(5-6)ー①� 

11-1-A-(5-6)ー②� n-1-8ー(5-6)ー②� 

③ 君主者の:峰厳に配慮 ③患者・家族への説明

した診察が行える。 の場に配慮、できる。� 

n-1-A-(5-6)ー③� n-1-8-(5-6)ー③
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5 ひとの人生へ買献する安野

アウト力ム� 

4. 先週事と協働するヨf~3 	 社会に$仕する.~ 

A患者に希鍾を与えられる。� B. 後'置を育てることができる。

癒を実践できる。

c医健チームのなかで也働できA 自分の判断を鋭明できる。� B グループを先導できる.B 医学研究を通じた社会買献がA 社会・地活で求められる医� 

る。� 

1、2年� 

できる.

①学生として適切な振る

ロードマッ ~勢を持つ。

①医学の進歩が人に希裂を①他者 の話を聴くことがで①	 共通の 目標を殺定でき①	 社会・地域に奉仕する ① 	 自分の考えの根拠を①医学研究の露要性につ� 

舞いで行動できる。

II-5-8-(1-2)ー①

与えるこ とを言見明でききる。� II-4-C-(1-2)ベDる。	 II-4-8-(1-2)ー①説明できる。いて概説できる。

る。� II-5-A-(ト2)ー①� 

ができる。

②対話の中で相手の述べるII-4-A-(ト2)ー① ② 活 動向上のための評価II-3-8-(ト2)ー①II-3-Aー(1-2)ー<Dブ� 

②学んだことを他者に説�  

II-4-8-(1-2)ー②� 

②困難な状況にあっても、ことを要約できる。

明できる。希望を見いだす ことがでII-4-C-(1-2)ベ2)
II-5-8-(1-2)べ2)

見を 尊重し対処で き

きる。� II-5-A-(1-2)ー②③役割分 担 を 確 実に実践で③	 意見の異なる他者の;蛍

きる。� II-4-C-(1 -2 ) べ~

る。� II-4-8ー ( 1-2) べ~ 

3、4年 ①医療を通じた社会・地 ①基礎医学研究の意義 と� ① 自分の選択 ・判断の根 ① 討 論 ・話し合いを促せ� ① グループ 目標達成のため� ① 学修する事例について医 ①自分が目標をどのよう

ロードマッ 域への貢献を説明でき 現在の動向を概説でき 拠を説明できる。 る。� II-4-8-(3-4)ー① に行動できる。 学の貢献を説明できる。 に達成したかを他者に

プ る。� n-3-Aー(3-4)ー① る。� n-3-8-(3-4)ー①� II-4-A-(3-4)ー①� ② 自分の方針を説明し同� II-4-C-(3-4)ー①� II-5-A-(3-4)ー① 説明できる。� 

② 医学研究成果の意義 と ②他者の考えを聞いて 意を得ることができ�  ② 講成員の役割と 考えを毒事 ②問題を解 決できたときの� II-5-8-(3-4)ー<D

応用 ・将来伎を説明でき 自分の選択を判断し る。� II-4-8-(3-4)ベ2) 重してグループの目 標 を 状況を考え説明できる。� ② 相手の知識 ・技能に合わ

る。� II-3-8-(3-4)ー② 説明できる。 ③活動向上のための評価 立てられる。� II-5-A-(3-4)ー② せ て質問に答えること� 

③ 臨床や医学研 究の動向� II-4-Aー(3-4)ー② に基づく行動をグルー� II-4-C-(3-4)ー② ができる。

に目を向け概鋭できる。 プに導入できる。� II-5-8-(3-4)一②� 

II-3-8ー(3-4)ー③� II-4ーか� (3-4)→③� 

① 適切な振 る舞いで診療

ロードマッ

①医療の限界のなかで可能①	 講成員の特性に合わせ� ① 	 自分が所属する 医 療チー5，6年� ①	 臨床実習の中で医療に ①診療のなかで医学研究 ①診療上の判断を他者� 

に参加できる。

II-5-8-(5-6)ー①� 

なことを説明できる。ム構成者の役割を説明でに分かるように説明 て個人と全体の活動を参加し社会 ・地域に貢 の線題を見つけること

II-5-Aー(5-6)ー①� 

II-3-A-(5-6)ー①� 

きる。� II-4-Cー(5-6)--<D献する。 ができる。 できる。 統箔できる。ブ

②他者の疑問を共に解決

ついて責 任を持 ち確実に

②患者に医療が行うことのn-4-8-(5-6)ー①� ② 	 与えられた医療の役割にn-4-A-(5-6)①n-3-8ー(5-6)ー①� 

することができる。

実施できる。

できる望ましい結果を説

II-5-8-(5-6)ー②� 

II-4-Cー(5-6)ー①� 

明できる。� 

n-5-A-(5-6)ー②� ③	 医療の中で他者に教え

ることを実践できるの� 

II-5-8-(5-6)ー-d)
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カリキュラムの構造 

 カリキュラム（教育計画）は、学生が実践力を持つ医師になるために限られた時間のなかで最大の学

修を得られるように構築されている。学生には、全てのカリキュラムに参加して最終目標を達成する

ことが求められる。 

 

 医学部カリキュラムの全体構造は、初めに人体の基本構造と機能を 2 年前期までに学び、次に医療

を行うために必要な臓器・器官系の正常と異常、臓器系をまたいでおこる全身的異常、人の発生・出

産・出生・成長・発育・成熟・加齢の正常と異常を 3年後期までに学ぶ。4年前期は、全身的な変化と、

社会・法律・衛生・公衆衛生と医学の関わりを学び、医療を取り巻く環境を理解する。そして 4 年後期

は、5年の臨床実習に備えた臨床入門を学ぶ。臨床入門は、基本的臨床技能を学ぶだけでなく、画像・

検査などの臨床的理解、臨床推論の進め方などの臨床的思考力、麻酔・救急などの全身管理に係わる医

学を学び、5年の初めから医療の中に入って臨床実習を行えるようになるための仕上げとなる。臨床実

習への準備は、総合試験（共用試験 CBTおよび問題解決能力試験）、共用試験 OSCE などで評価される。

5年から 6年前半の臨床実習では、見学するのではなく参加する意識で実習を行って欲しい。臨床実習

では、地域医療・プライマリケアなど現代の日本の医療に求められる領域、国外留学など国際的医療に

係わる機会、基礎医学を学ぶ機会などが設けられ、且つ学生が自分のキャリアを考えて学修の場を選

べるようになっている。6年後期は、6年間の学修の総括と卒業認定のための評価に充てられる。 

 学年毎に進むカリキュラムとは別に縦断的カリキュラムがある。これは、学生が 4 もしくは 6 年間

で継続して自己開発する必要のある科目で、縦断教育科目と呼ぶ。 

 

６年間のカリキュラム全体図 

 

前期

（4月～7月）
セグメント1 人体の基礎

後期

（9月～3月）
セグメント2

人体の機能と

微細構造

前期 セグメント3
人体の構造と

疾患の基礎

後期 セグメント4
臓器・器官系の構造と

機能の正常と異常１

前期 セグメント5

臓器・器官系の構造と

機能の正常と異常２／

人の一生

後期 セグメント6

臓器・器官系の構造と

機能の正常と異常３／

医学研究

前期 セグメント7
全身的な変化と医学／

医療と社会

後期 セグメント8 臨床入門

前期

後期

前期

後期 セグメント10
全体統合・

総合達成度評価

A

I

・

デ

ー

タ

サ

イ

エ

ン

ス

と

医

療

選

択

科

目

卒業試験

テ

ュ

ー

ト

リ

ア

ル

・

T

B

L

「

至

誠

と

愛

」

の

実

践

学

修

医

療

・

患

者

安

全

学

基

本

的

・

医

学

的

表

現

技

術

国

際

コ

ミ

ュ

ニ

ケ

ー

シ

ョ

ン

医療と医学の

実践
セグメント9

人体の基本的構造と機能／

人体の防御機構

人体の発生と全体構造／

疾患の成り立ちと治療の基礎

臨床診断総論／循環器系

呼吸器系／腎尿路系／生殖器系／妊娠と分娩

消化器系／内分泌・高血圧系／栄養・代謝系

新生児・小児・思春期／加齢と老化、臨終

脳神経系／精神系／運動器系／

皮膚粘膜系／聴覚・耳鼻咽喉系／眼・視覚系

全身的な変化／医学と社会

臨床入門

診療参加型臨床実習（研究実習）

1年

2年

3年

4年

5年

6年
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週間の授業予定 

 学生は全ての授業に出席し能動的に学ぶ事が求められる。 

 医学部の時間割の特徴は、テュートリアル・TBL を中心に十分な自己学修の時間が確保され

ていることである。自ら目標を定め能動的に学ぶことで医師となっても使い続けることのできる

知識の活用を修得するように、授業・実習のない学修時間が確保されている。 
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Ⅰ セグメント2 の学修内容 
 

セグメント2 は「人体の機能と微細構造」を中心テーマとして学修する。セグメント1 が

「人体の基礎」を中心テーマとした学修内容で、医学学修のための準備期間であるのに対

して、セグメント2 は基礎医科学（モデル・コア・カリキュラムC 医学一般）を基幹科目

とした統合的な医学学修の本格的な開始点となる。具体的には、組織の成り立ち、生体物

質の代謝、細胞と情報伝達、生体システムと制御機構、遺伝と遺伝子、生体と微生物、生

体防御・免疫、などの項目で構成される。ここでの知識や論理的理解力は、セグメント3 以

降の基礎医科学、臨床医学、社会医学を学ぶ上で、重要な基盤となる（下図参照）。 

 

 現代の医学・生命科学において人体と疾患の理解には様々なアプローチがとられる。医

学研究では、しばしば疾患について症状、病歴、様々な検査を通じて診断を行い、さらに

発症メカニズムを理解し治療しようとする。しかし予備知識が少ない低学年でこれらの作

業を行うのは容易ではない。そこで本学においては、まず生体を構成する分子や細胞の特

性を理解することから始める。学生諸君は、セグメント2 における基礎医科学の講義、実

習、Team Based Learning（ TBL）の内容が、どのように疾患に関わるかを絶えず問いかけ

ながら、学修を進めてほしい。セグメント2 の後半には、分子・細胞レベルから個体レベ

ルへと生命現象の階層を変えて理解するトレーニングを行う。これらの知識と理解はセグ

メント3 以降のより複雑な全身を俯瞰する基礎医科学や臨床医学へと発展する。もちろん

これらの内容は第4学年で受験するComputer Based Testing（ CBT）の範囲にも含まれる。 

 

セグメント2 では、基礎医科学基幹科目と並行して、グローバルな社会で活躍する上で

重要な内容を学年縦断型科目で学ぶ。これにより、将来、医師として患者さんや医療チー

ムメンバーに対して適切なコミュニケーションができることを目指している。セグメント

2の講義、実習、Team Based Learning（ TBL）を通じておおいに学び、医学的知識、思考力、

コミュニケーション能力をぜひ磨いていただきたい。 

 

系統的に見た「人体の機能と微細構造」の学修テーマ 

 

      ［基礎医科学］         ［ TBL］     ［学年縦断型科目等］ 

 

生体の構造        生体の機能               医学用語 

組織の成り立ち     生体物質の代謝              「至誠と愛」の実践学修 

             細胞と情報伝達            国際コミュニケーション 

          生体システムと制御機構        基本的・医学的表現技術 

 遺伝と遺伝子            医療・患者安全学 

生体と微生物              健康管理 

生体防御・免疫              選択科目 

       

 

 

 

 

    セグメント3 「人体の構造と疾患の基礎」 

 セグメント4 「臓器・器官系の構造と機能の正常と異常1」  
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Ⅱ 到 達 目 標 
 

A. 包括的到達目標（セグメント2） 

 

1. 各基幹科目および学年縦断型科目を統合的に学修することにより、次のような能力を獲得する。 

1）データを読み、解釈できる。 

2）人体の正常な構造と機能を説明できる。 

3）実習に必要な技術を安全に配慮して実践できる。 

4）現象から学ぶべきことを発見できる。 

5）問題解決のための情報を収集できる。 

6）仮説を導く事ができ、得られた結果との相違を明確にできる。 

7）問題解決結果の妥当性を評価できる。 

8）結論と根拠を明確にして報告書を作成できる。 

9）倫理の概念について説明できる。 

 

 

2.細胞集団としての組織・臓器の構造と機能の分化を理解する。顕微鏡像を通して、組織

の構造の特徴を説明できる。 

1）組織を構成する細胞と細胞外物質 

2）上皮組織と腺の構造と機能 

3）支持組織の構造と機能 

4）筋組織の構造と機能 

5）神経組織の構造と機能 

 

3.生体物質の代謝過程、それらの反応を制御する分子機構について説明できる。 

1）酵素の機能と調節 

2）糖質の代謝 

3）脂質の代謝 

4）アミノ酸・タンパク質の代謝 

5）核酸の代謝 

6）代謝の統合と異常 

 

4.人体における刺激受容、情報伝達、反応に関して、分子・細胞レベルで説明できる。 

1）情報伝達の種類と機能 

2）受容体による情報伝達の機序 

3）細胞内シグナル伝達 

4）活動電位の発生機構と伝導 

5）シナプス伝達の機能 

 

5.体の臓器が個体全体の中で統合された働きをするための制御機構を列挙できる。特に、

細胞・臓器間の制御に関わる構造と機能を説明できる。 

1）刺激に対する感覚受容 

2）反射弓 

3）骨格筋、心筋、平滑筋の構造と機能 

4）個体レベルでの生体機能の制御機構 

5）軸索輸送、軸索の変性と再生 
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6.遺伝について、遺伝子からタンパク質への流れにもとづいて生命現象を学び、遺伝子操

作技術の原理と応用やヒトゲノム解析の情報の利用の仕方を理解できることを目標と

する。 

1）遺伝の仕組み 

2）染色体と遺伝子の構造 

3）DNA の複製と修復 

4）遺伝子の発現（転写、翻訳、タンパク質の修飾と輸送） 

5）原核細胞の遺伝子 

6）遺伝子解析の手法（原理と応用） 

7）遺伝子と疾患（診断、治療、倫理） 

8）遺伝と情報 

 

7.微生物の特徴について理解し、人体との相互作用について説明できる。 

1) 微生物の種類、性状 

2) 正常微生物叢と感染の成り立ち 

3) 代表的な病原微生物の性状、病原因子 

4) 感染症の国際的動向 

5) 化学療法薬 

 

8.異物を排除するために働く免疫システムの機構を説明できる。 

1) 免疫担当細胞の種類と働き 

2) 自然免疫と獲得免疫 

3) 自己寛容 

4) 粘膜免疫 

5) 免疫異常に基づく疾患 
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B 科目別シラバス 
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OPQCRSD�� u���F������X��Fij�]Ĝ�l������� ¡l�¢pkl�m£¤�]¥¦no�pF�§�̈ ©ªY�«Fqr�stY��¬tTU�VWTX�®Fuv�wx¯°�±²���������	
��������� ����������������³����������³����������������������������� !"#$	%#&'(
��� � ���* ����	�)	��&y�� .́/� `a� u`a0��u`a0��{�?5��60���{�?5��60��){�?5��60��+{�?5��60���{�?5��60���{�?5��60���{�?5��60���{�?5��60���{�?5��60��2{�?5��60��b{�?5��60���{�?5��60��)

��1�2���1�2�
137



��������	
���������	�����������	����		 ������������ �!"#$�%&�����'()*+,-.����������� �!"#$
%&�����'()*+,-/01��2#3456789:;<������ �!"#$=%&>?+,-	
@A�$BC%		 DE	FGHI	JKLM	NGOP	QRSTU	V<WX	YZ[U	\]^U	_`a	Qbcde	]GLf	ghij	kGlm	nojL	poqrs	turM	vGDw	xyz{	|}	��~�5�����=������		 ��=����0	��
�
���0	����=����0	����
��0	����
��0	�������	��������������		 	 	

�
�



�������	 �� 	 +,	 D+,�	=D+,�	���������	=���������	=���������	=���������	
��������	
=��������	

��������	
���������	
���������	
¡��������	
¢��������	
���������	
���������	
���������	�����������	 =
���=���	
����		 ������������ �!"#$�%&�����'()*+,-.����������� �!"#$
%&�����'()*+,-/01��2#3456789:;<������ �!"#$=%&>?+,-	
@A�$BC%		 DE	FGHI	JKLM	NGOP	QRSTU	V<WX	YZ[U	\]^U	_`a	Qbcde	]GLf	ghij	kGlm	nojL	poqrs	turM	vGDw	xyz{	|}	��~�5�����=������		 ��=����0	��
�
���0	����=����0	����
��0	����
��0	�������	��������������		 	 	��� 


�������	 £� 	 +,	 D+,�	=D+,�	���������	=���������	=���������	=���������	
��������	
=��������	

��������	
���������	
���������	
¡��������	
¢��������	
���������	
���������	
���������	�����������	 =��¡¡�=¡�¡	
����		 ������������ �!"#$�%&�����'()*+,-.����������� �!"#$
%&�����'(

138



��������	
�������������������� �!"#$%&���'
()*!+,#'' -.'/012'3456'7089':;<=>'?�@A'BCD>'EFG>'HIJ':KLMN'F05O'PQRS'T0UV'WXS5'YXZ[\']^[6'_0-`'abcd'ef'�ghi��jklm"nopqrst'' uv"vwxy�'uvzvzxy{�'uv|v"x}y{�'uv|vzx}�'~v�vzxy�'~v�vwx}'������l�����mx'' ' '

||�
znzzln�lwn��x' ���' ��' -���'"-���'w����ig��'"�����ig��'"�����ig��'"�����ig��'zn����ig��'z"����ig��'zz����ig��'zw����ig��'z|����ig��'z�����ig��'z�����ig��'z�����ig��'z�����ig��'z�����ig��'wn��*�������' "�
"�v"�
z�'
����'' u	
������������ �!w#$����� ¡�����¢	
��*��������� �!z#$��*�� ¡��������	
�������������������� �!"#$%&���'
()*!+,#'' -.'/012'3456'7089':;<=>'?�@A'BCD>'EFG>'HIJ':KLMN'F05O'PQRS'T0UV'WXS5'YXZ[\']^[6'_0-`'abcd'ef'�ghi��jklm"nopqrst'' uv"vwxy�'uvzvzxy{�'uv|v"x}y{�'uv|vzx}�'~v�vzxy�'~v�vwx}'������l�����mx'' ' '|�� znzzln�lw"�£x' ¤��' ��' -���'"-���'w����ig��'"�����ig��'"�����ig��'"�����ig��'zn����ig��'z"����ig��'zz����ig��'zw����ig��'z|����ig��'z�����ig��'z�����ig��'z�����ig��'z�����ig��'z�����ig��'wn��*�������' n�
nnv"n
"n'
����'' u	
������������ �!|#$����� ¡�����¢	
��*��������� �!w#$��*�� ¡��������	¥¦§¨§�©ª'()*!+,#'' -.'/012'3456'7089':;<

139



���������	
������������������������������� !���"!#$%�&'$(�)�*+�,-./�01�23456789:;<=>?@ABC�� DE<E<FGHDE<EIFJH�DEKEKFJLH�DEME<FGJLH�NEOEKFJH�NEOEIFG�PQRSTU:VTWXY;F�� � �

MZ[
K=KK:=\:I<W]F� _̂`� ab� *abc�<*abc�Id7ef53gc�<Od7ef53gc�<\d7ef53gc�<hd7ef53gc�K=d7ef53gc�K<d7ef53gc�KKd7ef53gc�KId7ef53gc�KMd7ef53gc�Kid7ef53gc�KZd7ef53gc�KOd7ef53gc�K\d7ef53gc�Khd7ef53gc�I=jklmnopqmn� <=rKiE<<rIi�
stfg�� Duropqvw2x7yze{|}~M��opqmn����ab��urjklvw2x7yze{|}~I��jklmn����ab��H�ur�}��6�������vw2x7yze{|}~K���e�{|����
��l~����� *����������(���� ��¡¢���������	
������������������������������� !���"!#$%�&'$(�)�*+�,-./�01�23456789:;<=>?@ABC�� DE<EIFJH�DEKEKFJLH�DEME<FGJLH�DEMEKFGH�NEOEKFJH�NEOEIFG�PQRSTU:VTWXY;F�� � �MO[ K=KK:=\:I<W]F� £_`� ab� *abc�<*abc�Id7ef53gc�<Od7ef53gc�<\d7ef53gc�<hd7ef53gc�K=d7ef53gc�K<d7ef53gc�KKd7ef53gc�KId7ef53gc�KMd7ef53gc�Kid7ef53gc�KZd7ef53gc�KOd7ef53gc�K\d7ef53gc�Khd7ef53gc�I=jklmnopqmn� <KrI=E<IrM=�
stfg�� Duropqvw2x7yze{|}~M��opqmn����ab��urjklvw2x7yze{|}~I��jklmn����ab����l~����� *����������(���� ��¡¢���������	
�����������������������

140



���������	�
��	������������������������� !"#$%&'()*+,�� -.%./012�-.3.30142�-.5.%06142�7.8.3012�7.8./06�9:;<=>#?=@AB$0�� � �

5CD
3&33#&C#/%@E0� FGH� IJ� �IJK�%�IJK�/L MN��OK�%8L MN��OK�%CL MN��OK�%PL MN��OK�3&L MN��OK�3%L MN��OK�33L MN��OK�3/L MN��OK�35L MN��OK�3QL MN��OK�3RL MN��OK�38L MN��OK�3CL MN��OK�3PL MN��OK�/&STUVWXYZVW� %/[QQ.%Q[&Q�
\]NO�� -̂ [XYZ_̀ �a bcMdefg5hiXYZVWjklmIJnô [STU_̀ �a bcMdefg/hiSTUVWjklmIJn�
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試験科目

(必修科目) 組織の成り立ち

生体物質の代謝

細胞と情報伝達

生体システムと制御機構

遺伝と遺伝子

生体と微生物

生体防御・免疫

医学用語

(学年縦断科目) 国際コミュニケーション

基本的・医学的表現技術

「至誠と愛」の実践学修

医療・患者安全学

選択科目

年月日 曜 時間 試験科目 場所

2023/2/6 月 10:00～11:30 生体物質の代謝 202,203

2023/2/8 水 10:00～11:30 組織の成り立ち 202,203

2023/2/10 金 10:00～11:30 細胞と情報伝達 202,203

2023/2/13 月 10:00～11:30 生体システムと制御機構 202,203

2023/2/14 火 10:00～11:30 遺伝と遺伝子 202,203

2023/2/16 木 10:00～11:30 生体防御・免疫 202,203

2023/2/17 金 10:00～11:30 生体と微生物 202,203

年月日 曜 時間 試験科目 場所

2023/2/27 月 10:00～11:30 生体物質の代謝 202,203

2023/2/27 月 13:00～14:30 組織の成り立ち 202,203

2023/2/28 火 10:00～11:30 細胞と情報伝達 202,203

2023/2/28 火 13:00～14:30 生体システムと制御機構 202,203

2023/3/1 水 10:00～11:30 遺伝と遺伝子 202,203

2023/3/1 水 13:00～14:30 生体防御・免疫 202,203

2023/3/2 木 10:00～11:30 生体と微生物 202,203

試験科目・日程表

試験日程

追・再試験日程
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Problem based learning（PBL）テュートリアルと Team-based learning （TBL）について 

 

PBLテュートリアル（テュートリアル）と TBLの概略 

テュートリアルと TBLはいずれも active learningに含まれる学修法である。本学ではテュート

リアルを医師としての考え方を身につけるための学修法として 1990年度から導入し、TBLを問題

解決能力の向上のための学修法として 2008年度から導入した。 

 

１． PBLテュートリアル（テュートリアル）とこれまでの累進型について 

テュートリアルでは、既に学んだあるいはこれから学ぶ知識を、人体内の現象、環境・外界と生 

体の関連、生体構造・機能の正常と異常、病者の理解と医療の実践、患者・家族・社会と医療・公

衆衛生の関わりなどの視点で、どのように使い、医師としてあるいは医学者として考え、判断する

ために活用するかを修得する。医師は患者の問題を、研究者は科学的真理を自ら見つけ探究する専

門職であり、テュートリアルはその方法と姿勢を修得し生涯学び発展できるための力と自信をつけ

るための学修である。 

 その全体的な目的は： 

1） 未知の課題（専門職として自分がなさなければならないこと）に取り組む力を身につける（能

動学修）。 

2） 実際の流れ（現象や症例）の中で、解決すべき問題を見つける力を身につける。 

3） 問題を解決するために、自分で方法を考え、情報検索を行い、分析・解釈を行う力を身につけ

る（自己方向付け学修）。 

4） 自分の問題解決（学修結果）を互いに教え合うことにより（グループ討論）、学修の確かさと 

不確かな点を明らかにして自分の学修を振り返り（省察）次の目標を立て、更に深く学び理解

する姿勢を身につける。 

これまでの大きな流れとして、1年生から 4年生にかけて、自己学修を通じて行った問題解決を

学生同士で教え合い振り返り合うテュートリアルの流れと学び方を学ぶ「入門テュートリアル」、

課題から学修者が自分で解決すべき問題を考えて学修目標に設定する「学修項目発見型テュートリ

アル」、自分が必要なことは課題から発展させ、関係する領域全体を見渡して学ぶ「領域を統合し

て学ぶテュートリアル」、臓器・器官系の構造と機能の正常と異常についての学修をするととも

に、医学的な診断治療だけではなく、患者・家族の心理、患者支援・医療費など社会とのつなが

り、疫学・公衆衛生などを学修する「診療問題解決型テュートリアル」へと累進し、学生が考える

力を段階的に高めていけるように「累進型テュートリアル」という形を構築して実施してきた。 

 

２．Team-based learning （TBL）と高学年セグメントでの学修の継続 

TBLでは教員・学生間および学生・学生間の双方向性授業を通じてお互いの知識を活用した問題

解決を行う。具体的には、個人で学修し、関連した問題について個人で解答し、次に小グループ

（チーム）に分かれ討論・解答し、専門家（教員）からの説明を含むクラス全体の学修内容共有を

行う学修法である。数回の授業を通じて基礎的学修だけでなく、発展・応用的な内容に進む。 

2008年度より 4年生後期（セグメント 8）で問題解決能力のさらなる向上のために、従来の「診

療問題解決型テュートリアル」に代わって TBLを導入し、診療上の問題解決の中で、診療・治療を

中心に考え方を学ぶ TBLが行われている。臨床実習を行うにあたり、医師の基本能力ともいえる患
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者に合わせた診断・治療を考えることを臨床推論 TBLという学修法で学ぶ。また、2013年度から 1

年生後期（セグメント 2）では「学修項目発見型テュートリアル」の段階でテュートリアルと TBL

を組み合わせて行っており、ここでは、セグメント 1で学んだテュートリアルの方法を発展させ、

より高学年で学ぶ医学への橋渡しとなる役割をなしてきた。2020年度より 2，3, 4年生（セグメ

ント 3－7）においてもテュートリアルに代わって TBLによる学修が開始された。TBLは 4年生で終

了するが、医師にとって必要な考え方を学ぶ学修は卒業まで続けられる。2020年度から開始され

た 4年生後期（セグメント 8）の「入門型臨床実習」、5年生（セグメント 9）以降の「診療参加

型臨床実習」はそれまでに学んできた問題解決能力を本格的に臨床で実践しながら学ぶ機会とな

り、テュートリアルや TBLで体得した考える力は、卒業までに医師として考える力の継続的な向上

につながっていく。 

 

セグメント 2 TBL 

 セグメント 2では、セグメント 1で行われたテュートリアル（課題から問題を発見し、解決すべ 

き事項を明確にしてグループで解決するというテュートリアル学修のプロセスを学ぶ段階）を受 

け、TBLを 5課題実施する。セグメント 1で学んだテュートリアルの方法を基盤に、チームワーク

によって問題解決を行う力を身に付ける。さらにグループワークによる全体的な知識定着の向上に

向けたグループダイナミックスを実現していく。 

          

TBLの方法と評価  

 

※2022年度は新型コロナ感染症の状況により適宜内容の変更を行う。 

 

 毎回、事前に予習項目が告知されるので、各自が予習を行った上で TBLに臨む。実施時には、全

員が 1教室に集まり、各自（あるいは各班）でレスポンスアナライザーを用いて回答を行う。各

回、複数問出題されるが、問題は大きく分けて２種類存在する。 

① 予習確認問題：個人解答のみ行う 

② シート関連問題：個人解答ならびにグループ解答を行う 

まず、個人解答を行った後に、同一問題についてグループ毎に討論を行って解決を目指す。 

グループ解答後、グループの代表者がその解答に至った理由を全員に向けて説明する。 

最後に、教員が解説を行い、学修内容の確実な習得を可能とする。 

  TBLには司会・解説を行う教員の他にファシリテータが複数名参加する。ファシリテータはグ

ループ討論を見守り、グループ討論における各自の貢献度を評価する。 

  TBLの成績は正答数を元に算出されるが、グループ討論の際の貢献度によって加算（あるいは

減算など）が行われる。 
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  セグメント 2TBL 日程  

 日 程 領 域 

第 1 回 9 月 5 日（月）15:15～16:25 オリエンテーション 

第 2 回 9 月 13 日（火）14:00～15:40 TBL 課題 1-① 

第 3 回 9 月 16 日（金）14:00～15:40 TBL 課題 1-② 

第 4 回 9 月 20 日（火）14:00～15:40 TBL 課題 1-③ 

第 5 回 9 月 27 日（火）14:00～15:40 TBL 課題 1-④ 

第 6 回 10 月 4 日（火）14:00～15:40 TBL 課題 2-① 

第 7 回 10 月 7 日（金）14:00～15:40 TBL 課題 2-② 

第 8 回 10 月25 日（火）14:00～15:40 TBL 課題 2-③ 

第 9 回 10 月28 日（金）14:00～15:40 TBL 課題 2-④ 

第 10 回 10 月 31 日（月）10:00～11:40 TBL 課題 3-① 

第 11 回 11 月 7 日（月）10:00～11:40 TBL 課題 3-② 

第 12 回 11 月 10 日（木）10:00～11:40 TBL 課題 3-③ 

第 13 回 11 月14 日（月）10:00～11:40 TBL 課題 3-④ 

第 14 回 11 月17 日（木）10:00～11:40 TBL 課題 4-① 

第 15 回 11 月21 日（月）10:00～11:40 TBL 課題 4-② 

第 16 回 11 月24 日（木）10:00～11:40 TBL 課題 4-③ 

第 17 回 11月28 日（月）10:00～11:40 TBL 課題 4-④ 

第 18 回 1 月 6 日（金）14:00～15:40 TBL 課題 5-① 

第 19 回 1 月 10 日（火）14:00～15:40 TBL 課題 5-② 

第 20 回 1 月 13 日（金）14:00～15:40 TBL 課題 5-③ 

第 21 回 1 月 17 日（火）14:00～15:40 TBL 課題 5-④ 
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     セグメント２  テュータ一覧 

TBL（第 1課題） 

 

 
加藤 秀人 准講師 （責任者 柳 澤 直 子 教 授 微生物学免疫学分野） 

廣田 恵子 講師 
（責任者 野 原 理 子 教 授 衛生学公衆衛生学 

                     （公衆衛生学分野）） 

蒋池 勇太 准教授 
（責任者 松 岡 雅 人 教 授 衛生学公衆衛生学 

（環境・産業医学分野）） 

早川 亨 助教 
（責任者 藤 枝 弘 樹 教 授 解剖学 

（神経分子形態学分野）） 

本間 一 講師 
（責任者 坂 元 晴 香 准 教 授 衛生学公衆衛生学 

（公衆衛生学分野グローバルヘルス部門）） 

有末 伸子 助教 
（責任者 坂 元 晴 香 准 教 授 衛生学公衆衛生学 

（公衆衛生学分野グローバルヘルス部門）） 

岩崎 正幸 講師 （責任者 本 田 浩 章 教 授 動物実験研究所） 

茂泉 佐和子 講師 
（責任者 三 谷 昌 平 教 授 生理学 

（分子細胞生理学分野）） 

本間 順 助教 （責任者 清 水 達 也 教 授 先端生命医科学研究所） 

青木 信奈子 助教 （責任者 清 水 達 也 教 授 先端生命医科学研究所） 

関谷 佐智子 助教 （責任者 清 水 達 也 教 授 先端生命医科学研究所） 

加藤 陽一郎 准講師 
（責任者 倉 田 厚 教 授 病理学 

（人体病理学・病態神経科学分野）） 

多木 崇 講師 （責任者 木 林 和 彦 教 授 法医学分野） 

中尾 賢一朗 准講師 （責任者 木 林 和 彦 教 授 法医学分野） 

島田 亮 准教授 （責任者 木 林 和 彦 教 授 法医学分野） 

出口 敦子 准教授 （責任者 丸 義 朗 教 授 薬理学分野） 

越野 一朗 講師 （責任者 中 村 史 雄 教 授 生化学分野）            

飯塚 讓 助教 （責任者 柳 澤 直 子 教 授 微生物学免疫学分野） 

菊田 幸子 助教 
（責任者 石 津 綾 子 教 授 解剖学 

（顕微解剖学・形態形成学分野）） 
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     セグメント２  テュータ一覧 

TBL（第 2課題） 

 

廣田 恵子 講師 
（責任者 野 原 理 子 教 授 衛生学公衆衛生学 

                     （公衆衛生学分野）） 

蒋池 勇太 准教授 
（責任者 松 岡 雅 人 教 授 衛生学公衆衛生学 

（環境・産業医学分野）） 

蒋池 かおり 助教 
（責任者 藤 枝 弘 樹 教 授 解剖学 

（神経分子形態学分野）） 

齋藤 文典 助教 
（責任者 藤 枝 弘 樹 教 授 解剖学 

（神経分子形態学分野）） 

望月 牧子 助教 
（責任者 石 津 綾 子 教 授 解剖学 

（顕微解剖学・形態形成学分野）） 

岩崎 正幸 講師 （責任者 本 田 浩 章 教 授 動物実験研究所） 

實木 葵 助教 （責任者 中 村 史 雄 教 授 生化学分野） 

大野 奈緒子 助教 
（責任者 三 谷 昌 平 教 授 生理学 

（分子細胞生理学分野）） 

本間 順 助教 （責任者 清 水 達 也 教 授 先端生命医科学研究所） 

青木 信奈子 助教 （責任者 清 水 達 也 教 授 先端生命医科学研究所） 

関谷 佐智子 助教 （責任者 清 水 達 也 教 授 先端生命医科学研究所） 

加藤 陽一郎 准講師 
（責任者 倉 田 厚 教 授 病理学 

（人体病理学・病態神経科学分野）） 

多木 崇 講師 （責任者 木 林 和 彦 教 授 法医学分野） 

中尾 賢一朗 准講師 （責任者 木 林 和 彦 教 授 法医学分野） 

島田 亮 准教授 （責任者 木 林 和 彦 教 授 法医学分野） 

出口 敦子 准教授 （責任者 丸 義 朗 教 授 薬理学分野） 

越野 一朗 講師 （責任者 中 村 史 雄 教 授 生化学分野）            

茂泉 佐和子 講師 
（責任者 三 谷 昌 平 教 授 生理学 

（分子細胞生理学分野）） 

菊田 幸子 助教 
（責任者 石 津 綾 子 教 授 解剖学 

（顕微解剖学・形態形成学分野）） 
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     セグメント２  テュータ一覧 

TBL（第 3課題） 

 

 

  
上芝 秀博 助教 （責任者 柳 澤 直 子 教 授 微生物学免疫学分野） 

望月 牧子 助教 
（責任者 石 津 綾 子 教 授 解剖学 

（顕微解剖学・形態形成学分野）） 

實木 葵 助教 （責任者 中 村 史 雄 教 授 生化学分野） 

金谷 萌子 助教 
（責任者 宮 田 麻 理 子 教 授 生理学  

（神経生理学分野）） 

茂泉 佐和子 講師 
（責任者 三 谷 昌 平 教 授 生理学 

（分子細胞生理学分野）） 

出嶋 克史 助教 
（責任者 三 谷 昌 平 教 授 生理学 

（分子細胞生理学分野）） 

吉田 慶太 助教 
（責任者 三 谷 昌 平 教 授 生理学 

（分子細胞生理学分野）） 

伊豆原 郁月 助教 
（責任者 三 谷 昌 平 教 授 生理学 

（分子細胞生理学分野）） 

大野 奈緒子 助教 
（責任者 三 谷 昌 平 教 授 生理学 

（分子細胞生理学分野）） 

中尾 賢一朗 准講師 （責任者 木 林 和 彦 教 授 法医学分野） 

越野 一朗 講師 （責任者 中 村 史 雄 教 授 生化学分野）            

菊田 幸子 助教 
（責任者 石 津 綾 子 教 授 解剖学 

（顕微解剖学・形態形成学分野）） 
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     セグメント２  テュータ一覧 

TBL（第 4課題） 

 

 

  
上芝 秀博 助教 （責任者 柳 澤 直 子 教 授 微生物学免疫学分野） 

蒋池 勇太 准教授 
（責任者 松 岡 雅 人 教 授 衛生学公衆衛生学 

（環境・産業医学分野）） 

望月 牧子 助教 
（責任者 石 津 綾 子 教 授 解剖学 

（顕微解剖学・形態形成学分野）） 

有末 伸子 助教 
（責任者 坂 元 晴 香 准 教 授  衛生学公衆衛生学 

（公衆衛生学分野グローバルヘルス部門）） 

實木 葵 助教 （責任者 中 村 史 雄 教 授 生化学分野） 

中山 寿子 助教 
（責任者 宮 田 麻 理 子 教 授 生理学  

（神経生理学分野）） 

金谷 萌子 助教 
（責任者 宮 田 麻 理 子 教 授 生理学  

（神経生理学分野）） 

末廣 勇司 講師 
（責任者 三 谷 昌 平 教 授 生理学 

（分子細胞生理学分野）） 

出嶋 克史 助教 
（責任者 三 谷 昌 平 教 授 生理学 

（分子細胞生理学分野）） 

吉田 慶太 助教 
（責任者 三 谷 昌 平 教 授 生理学 

（分子細胞生理学分野）） 

伊豆原 郁月 助教 
（責任者 三 谷 昌 平 教 授 生理学 

（分子細胞生理学分野）） 

越野 一朗 講師 （責任者 中 村 史 雄 教 授 生化学分野）            

茂泉 佐和子 講師 
（責任者 三 谷 昌 平 教 授 生理学 

（分子細胞生理学分野）） 

菊田 幸子 助教 
（責任者 石 津 綾 子 教 授 解剖学 

（顕微解剖学・形態形成学分野）） 
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     セグメント２  テュータ一覧 

TBL（第 5課題） 

 

 

 
大坂 利文 准教授 （責任者 柳 澤 直 子 教 授 微生物学免疫学分野） 

廣田 恵子 講師 
（責任者 野 原 理 子 教 授 衛生学公衆衛生学 

                     （公衆衛生学分野）） 

早川 亨 助教 
（責任者 藤 枝 弘 樹 教 授 解剖学 

（神経分子形態学分野）） 

蒋池 かおり 助教 
（責任者 藤 枝 弘 樹 教 授 解剖学  

（神経分子形態学分野）） 

齋藤 文典 助教 
（責任者 藤 枝 弘 樹 教 授 解剖学  

（神経分子形態学分野）） 

本間 一 講師 
（責任者 坂 元 晴 香 准 教 授 衛生学公衆衛生学 

（公衆衛生学分野グローバルヘルス部門）） 

中山 寿子 助教 
（責任者 宮 田 麻 理 子 教 授 生理学  

（神経生理学分野）） 

茂泉 佐和子 講師 
（責任者 三 谷 昌 平 教 授 生理学 

（分子細胞生理学分野）） 

大野 奈緒子 助教 
（責任者 三 谷 昌 平 教 授 生理学 

（分子細胞生理学分野）） 

青木 信奈子 助教 （責任者 清 水 達 也 教 授 先端生命医科学研究所） 

加藤 陽一郎 准講師 
（責任者 倉 田 厚 教 授 病理学 

（人体病理学・病態神経科学分野）） 

多木 崇 講師 （責任者 木 林 和 彦 教 授 法医学分野） 

島田 亮 准教授 （責任者 木 林 和 彦 教 授 法医学分野） 

飯塚 讓 助教 （責任者 柳 澤 直 子 教 授 微生物学免疫学分野） 

越野 一朗 講師 （責任者 中 村 史 雄 教 授 生化学）            

菊田 幸子 助教 
（責任者 石 津 綾 子 教 授 解剖学 

（顕微解剖学・形態形成学分野）） 
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Ⅴ 第 1学年教育委員会・学生アドバイザー・学生委員 

 

第 1学年教育委員会 

  委 員 長    中 村 史 雄 教  授（生化学） ＊主担当 S2 

   副 委 員 長    三 谷 昌 平 教 授（生理学（分子細胞生理学分野））＊主担当 S1 

     〃      宮 田 麻理子 教 授（生理学（神経生理学分野）） 

   委   員    松 岡 雅 人 教  授（衛生学公衆衛生学（環境・産業医学分野）） 

     〃      石 津 綾 子 教 授（解剖学（顕微解剖学・形態形成学）） 

     〃      柳 澤 直 子 教 授（微生物学免疫学） 

     〃      石 井 泰 雄 講 師（統合教育学修センター基礎科学） 

    〃      佐 藤  梓  講 師（統合教育学修センター基礎科学） 

 

テュートリアル・TBL委員会  

  委 員 長   中 村 真 一 教 授（消化器内科学） 

 

セグメント１    三 谷 昌 平 教 授（生理学(分子細胞生理学分野)）課題調整担当 

          越 野 一 朗 講 師（生化学） 

            中 村 裕 子 講 師（統合教育学修センター基礎科学） 

            辻 野 賢 治 助 教（統合教育学修センター基礎科学） 

 

セグメント２  柳 澤 直 子 教 授（微生物学免疫学）課題調整担当 

      茂  泉 佐和子 講 師（生理学（分子細胞生理学分野）） 

       三 好 悟 一 講 師（生理学（神経生理学分野）） 

 菊 田 幸 子 助 教（解剖学（顕微解剖学・形態形成学）） 

 

「至誠と愛」の実践学修教育委員会 

委 員 長   西 村 勝 治 教 授（精神医学） 

副 委 員 長   岩 﨑 直 子 教  授（成人医学センター） 

   〃     柳 澤 直 子 教 授（微生物学免疫学） 

      〃     佐 藤  梓  講 師（統合教育学修センター基礎科学） 

 

  国際コミュニケーション委員会 

委 員 長   長 坂  安 子 教 授（麻酔医学（麻酔科学分野）） 

副 委 員 長      遠 藤 美 香 講 師（統合教育学修センター基礎教育学） 

 

  基本的・医学的表現技術教育委員会 

委 員 長    木 林 和 彦 教 授（法医学） 

副 委 員 長      辻 村 貴 子 講 師（統合教育学修センター基礎教育学） 

 

        

学生委員 

    柳 澤 直 子 教 授（微生物学免疫学）＊学年担任 

      三 谷 昌 平 教 授 (生理学（分子細胞生理学分野）) 

      西 村 勝 治 教 授 (精神医学) 
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選択科目履修要領（第1～第4学年） 

1. 科目名(23科目) 

 

2. 開講期間・曜日・時限 

開講期間は各科目とも半年間です。その時期は前期を4/13から9/14、後期は9/21から翌年1/25までの 

水曜日5 限（15：20～16：30）、6 限（16：45～ 17：55）に開講する。 

 

3. ガイダンスおよび履修登録について 

・ガイダンス 今年度はガイダンスを開催しません。学修の手引きと追加資料（1年生には新入生オリエンテーション

にて配布予定、2年生以上にはポータルサイトに掲載予定）を参照の上、履修登録を行うこと。 

 

・履修登録について 

１年生前期： 

新入生オリエンテーション時の配布資料をよく読み、Googleフォームにて出席番号、氏名を入力し、 

履修希望科目を選び、送信すること。 

    登録期間は 4月 7日(木)12:30まで 

     ※１．期間厳守のこと。その後の申請は一切認めない。 

      ２．Googleフォームにて履修申請し、その科目が登録されなければ、出席しても無効となる。 

      ３．科目によって受講者数を制限することがある。 

      ４．登録結果および各科目の講義室は、開講日までに学生ポータルサイト 1年総合掲示板に掲載する。 

３．により登録されなかった科目があった場合の指示もこの時に掲載する。 

1年生後期、および 2～4年(前・後期): 

    新学年ポータルサイトからの web登録のみ受付を行う。 

登録方法の詳細は登録期間前に各学年の総合掲示板に掲載する。 

登録期間は次のとおり。 

前期分…4月 1日(金)～4月 7日(木)12:30まで（期間を過ぎると登録できない。） 

後期分…8月 29 日(月)～9 月 7 日(水)12:30まで（      〃       ） 

       ※１．web登録を行い、その科目が登録されなければ、出席しても無効となる。 

        ２．受講者数の制限、登録結果等の掲載方法は上記と同様 

 

4. 履修認定について 

  各科目は2単位(半年間)の科目を4年次までにのべ6科目以上（12単位以上）履修しなければならない。 

そのうち2科目以上は人文・社会科学系の科目(学生便覧:学則第9条関係別表Ⅰ)とする。 

各科目の講義内容は、前期・後期が同じ場合も異なる場合もある。この場合、同一科目でも内容あるいは段階が異な

るものなら2科目と認められる。 なお、他大学での既修得単位を認定する場合がある。（以上、学生便覧参照） 

 

5．履修登録完了後は、その取り消しおよび変更は認めない。 

 

6. 選択科目の成績は及落判定の対象となる。ただし、ある学年で選択科目が不合格の場合、上級学年で単位を取得でき

ると認められるときに限って、及落には特別の配慮を行うことがある。 

 

7. なお、第2～第4学年では、上記12単位の他に指定する他大学のオープン科目(自由選択)の中からさらに受講すること 

ができる。取得した単位は、東京女子医科大学医学部では増加単位として認められる。（卒業単位へは算入されない） 

初級ドイツ語 初級中国語 心理学 物理学 

初級フランス語 倫理学 医療人のための経済学 化学 

英語（Medical Discussion） 文化人類学 医療人のための法学 食と栄養の科学 

英語（Basic Listening ） 女性とジェンダー 医療と社会デザイン 医学情報学 

医療英語（Medical English ） 哲学 数学 フィットネスの理論と実技 

初級コリア語 歴史学 生物学  
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前　　　期 後　　　期

【水曜　5限　15:20～16:30】 【水曜　5限　15:20～16:30】

前　期（4月13日～9月14日） 後　期（9月21日～1月25日）

初級フランス語Ⅰ（） 　令和4年度は非開講 初級フランス語Ⅱ（）　令和4年度は非開講

英語（Medical Discussion Ⅰ）（スタウト） 英語（Medical Discussion Ⅱ）（スタウト）

初級中国語Ⅰ（舘）　　　　　　   　　　　　 　（共通） 初級中国語Ⅱ（舘）　　　　　　  　　　　　   　（共通）

哲学Ａ（梶谷）　　　　　　　　　 　　　　　   （共通） 哲学Ｂ（梶谷）　　　　　　　　 　　　　　    　（共通）

医療人のための法学Ａ（中島）　　 　　　　　   （共通） 心理学Ｂ（宮脇）

医療と社会デザインＡ（坂元） 医療人のための法学Ｂ（中島）　　　　　　　     （共通）

フィットネスの理論と実技Ａ（沢田）　※ 医療と社会デザインＢ（坂元）

生物学（後期）（石井）

物理学（後期）Ａ（辻野）

化学（後期）（中村）

フィットネスの理論と実技Ｂ（沢田）　※

【水曜　6限　16:45～17:55】 【水曜　6限　16:45～17:55】

前　期（4月13日～9月14日） 後　期（9月21日～1月25日）

初級ドイツ語Ⅰ（伊藤）　　　　     　　　　　　（共通） 初級ドイツ語Ⅱ（伊藤）　　　　     　　　　　　（共通）

英語（Basic ListeningⅠ）（スタウト） 英語（Basic ListeningⅡ）（スタウト）

医療英語（Medical EnglishⅠ）（）（共通） 医療英語（Medical EnglishⅡ）（）（共通）

令和4年度は非開講　 　令和4年度は非開講　

初級コリア語Ⅰ（朴）　　　　　　　　　　　　 　（共通） 初級コリア語Ⅱ（朴）　　　　　   　　　　　  　（共通）

倫理学Ａ（磯部）　　　　　　　   　　　　　  　（共通） 倫理学Ｂ（磯部）　　　　　　　  　　　　　   　（共通）

歴史学Ａ（林）　　　　　　　　　　　　　　     （共通） 歴史学Ｂ（林）　　　　　　　　　　　　　　     （共通）

心理学Ａ（大塚） 医療人のための経済学Ｂ（粟沢）　　　　　　　 　（共通）

医療人のための経済学Ａ（粟沢）　　　　　　　 　（共通） 数学Ｂ（小野木）

数学Ａ（小野木） 物理学（後期）Ｂ（辻野）

医学情報学（佐藤）2～4年 食と栄養の科学（松井）

【水曜　5限　15:15～16:25】 【水曜　5限　15:15～16:25】

前　期（4月13日～9月14日） 後　期（9月21日～1月25日）

文化人類学Ａ（宍戸）　※　　　 　　　　　     （共通） 文化人類学Ｂ（宍戸）　　※　　   　　　  　　 （共通）

女性とジェンダーＡ（平川）　※  　　　　　    （共通） 女性とジェンダーＢ（平川)　　※   　　　  　　（共通）

＜看護学部の開講科目＞

※授業開始時間が医学部開講科目と異なりますので、ご注意ください。

※「文化人類学」と「女性とジェンダー」は、前期と後期は同じ内容です。どちらか１つしか履修できません。

医学部 選択科目時間割

（共通）は看護学部との共通科目です。

※「フィットネスの理論と実技」は、前期と後期は同じ内容です。どちらか１つしか履修できません。
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Ⅴ

09:00 10:10 10:25 11:35 12:30 13:40 13:55 15:05 15:15 16:25 16:35 17:45

　　　

月

火

第

1

週

水

木

金

土

「至誠と愛」の実践学
修-1

（統合教育学修センター基礎
科学　松本、辻野、浦瀬、佐
藤）（衛生学公衆衛生学　蒋
池）（微生物学免疫学　大坂)

　C,D班：ハンディキャップを持つ人とのコミュニケーション（1）「体験実習」

（統合教育学修センター基礎科学　松本、辻野、浦瀬、石井、山口、佐藤、中村、基礎教育学　遠藤、辻村、諏訪）（衛生
学公衆衛生学　蒋池）（微生物学免疫学　大坂、加藤）（解剖学（顕微解剖学・形態形成学）　菊田）（小児科学　榊原、中
島）（東医療センター小児科　大谷）（生化学　田中）

C,D班：ハンディキャップを持
つ人とのコミュニケーション
（2）「ワークショップ」

「至誠と愛」の実践学修-
12

コミュニケーション実
習、実習全体ガイダン

ス

「至誠と愛」の実践学修-9,10,11,12,13

C班：乳幼児とのコミュニケーション（3）「乳幼児施設における実習」、D班：高齢者とのコミュニケーション（2）「高齢者施設における実習」

(WS) A,B班：医療・患者安全学 １～３
・患者安全とは  ・患者安全におけるヒューマンファクターズの重要性
・システムとその複雑さが患者管理にもたらす影響を理解する
（衛生学公衆衛生学　加藤、中島）（医療安全科　寺崎、世川、松村、井出）（看
護学部　吉武、吉田）

「至誠と愛」の実践学修-7,8,9,10,11

「至誠と愛」の実践学修-
7

「至誠と愛」の実践学修-
8 対話入門実習

C,D班：彌生先生を学ぶ

(実習)

(WS) C,D班：医療・患者安全学 １～３
・患者安全とは  ・患者安全におけるヒューマンファクターズの重要性
・システムとその複雑さが患者管理にもたらす影響を理解する
（衛生学公衆衛生学　加藤、中島）（医療安全科　寺崎、世川、松村、井出）（看
護学部　吉武、吉田）

（統合教育学修センター基礎科学　松本、辻野、浦瀬、石井、山口、佐藤、中村、基礎教育学　遠藤、辻村、諏訪）（衛生
学公衆衛生学　蒋池）（微生物学免疫学　大坂、加藤）（解剖学（顕微解剖学・形態形成学）　菊田）（小児科学　榊原、中
島）（東医療センター小児科　大谷）（生化学　田中）

9
／
3

「至誠と愛」の実践学修-
13

 A,B班：ハンディキャップを
持つ人とのコミュニケーション
（2）「ワークショップ」

　A,B班：ハンディキャップを持つ人とのコミュニケーション（1）「体験実習」

（統合教育学修センター基礎科学　松本、辻野、浦瀬、石井、山口、佐藤、中村、基礎教育学　遠藤、辻村、諏訪）（衛生学公衆衛生学
蒋池）（微生物学免疫学　大坂、加藤）（解剖学（顕微解剖学・形態形成学）　菊田）（小児科学　榊原、中島）（東医療センター小児科
大谷）（生化学　田中）

(実習)

「至誠と愛」の実践学
修-1

「至誠と愛」の実践学
修-2

　D班：高齢者とのコミュニケーション（3）「高齢者施設における実習」

　C班：乳幼児とのコミュニケーション（4）「乳幼児施設における実習」

A,B班：彌生先生を学ぶ

「至誠と愛」の実践学修-14,15,16,17,18

令和4年度　Segment2　講義・実習時間割表　　　　　　
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅵ

8
／
31

9
／
1

(実習)

(実習)

A班：乳幼児とのコミュニケーション（4）「乳幼児施設における実習」、B班：高齢者とのコミュニケーション（3）「高齢者施設における実習」

9
／
2

　A班：乳幼児とのコミュニケーション（3）「乳幼児施設における実習」

　B班：高齢者とのコミュニケーション（2）「高齢者施設における実習」

（統合教育学修センター基礎科学　松本、辻野、浦瀬、石井、山口、佐藤、中村、基礎教育学　遠藤、辻村、諏訪）（衛生学公衆衛生学
蒋池）（微生物学免疫学　大坂、加藤）（解剖学（顕微解剖学・形態形成学）　菊田）（小児科学　榊原、中島）（東医療センター小児科
大谷）（生化学　田中）

（講義） （講義） （実習）

8
／
29

8
／
30

「至誠と愛」の実践学修-2,3,4,5,6

　(遺伝子医療センター
松尾、浦野)(統合教育学
修センター基礎科学　辻

野)

(統合教育学修センター基礎
科学　辻野)　(NPO法人子育
てネットワーク・ピッコロ　小

俣)（ファミリーサポート室　村
田）

乳幼児とのコミュニケー
ション（1）「身体と心の
成長と発達」

乳幼児とのコミュニケー
ション（2）「子どもの生
活へのケアーと援助」
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Ⅴ

09:00 10:10 10:25 11:35 12:30 13:40 13:55 15:05 15:15 16:25 16:35 17:45

（講義）

生体物質の代謝-1 生体物質の代謝-2 生体物質の代謝-3 健康管理学

月

火

(選択科目) (選択科目)

生体物質の代謝-4 生体物質の代謝-5
15:20～16:30 16:45～17:55

前期 V-14 前期 VI-14

水

第

2

週
生体物質の代謝-6 生体物質の代謝-7 組織の成り立ち-3

木

生体物質の代謝-8 生体物質の代謝-9

金

土

組織の成り立ち-2

(講義) (講義) (講義)

組織の成り立ち-4 組織の成り立ち-5

上皮組織-1

(解剖学（顕微解剖学・形態形成学　石津、菊田、森島、望月)
(統合教育学修センター基礎科学　石井、浦瀬)

(統合教育学修セン
ター基礎科学　中村)

酵素反応速度論

生活リズムと食生活

(学生健康管理室　横
田)

科学的実験の記録方
法-1

(統合教育学修セン
ター基礎科学　佐藤)

(統合教育学修セン
ター基礎教育学　辻

村)

科学的実験の記録方
法-2

(講義) (講義)(講義)

基本的・医学的表現技
術-1

基本的・医学的表現技
術-2

「至誠と愛」の実践学
修-3

(講義) (講義)

細胞から組織へ、生体
観察法

上皮組織-2　分類と特
徴

上皮組織-3　機能と特
殊構造

(解剖学（顕微解剖学
形態形成学　望月)

(解剖学（顕微解剖学
形態形成学　石津 )

(解剖学（顕微解剖学
形態形成学　石津 )

クエン酸回路

(生化学　越野) (生化学　越野)

酸化的リン酸化Ⅰキャリアを考える（2）
「先進医療への挑戦と
医療レギュラトリーサイ
エンス」

(早稲田大学生命医科学
センター　梅津)

解糖Ⅰ 解糖Ⅱ

(生化学　新敷) (生化学　新敷）

(統合教育学修セン
ター基礎科学　中村)

(講義)

酵素とその作用

(講義)

講義1、英文書式作成の基礎、エッセイライティ
ング

(統合教育学修センター基礎教育学　遠藤）

国際コミュニケーション

(講義) (講義)

オリエンテーション

S2オリエンテーション
(テュートリアル含む）

(生化学　中村)
(生理学(分子細胞生

理学分野)　茂泉)

四大組織とその起源

(講義)

(講義) (講義)

科目の概要・生体にお
ける代謝と調節

上皮組織-1　定義

組織の成り立ち-1

(講義)

代謝の方向を決めるも
の

代謝の速度を決めるも
の

TBLオリエンテーション

(生理学(分子細胞生
理学分野)　茂泉)(生化学　中村)

(統合教育学修セン
ター基礎科学　佐藤)

(統合教育学修セン
ター基礎科学　佐藤)

９
／
5

９
／
6

９
／
7

９
／
8

９
／
9

(講義)

(実習)

(講義) (講義) (講義)

組織の成り立ち

(解剖学（顕微解剖学
形態形成学　石津 )

(解剖学（顕微解剖学
形態形成学　石津 )

９
／
10

令和4年度　Segment2　講義・実習時間割表　　　

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅵ
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Ⅴ

09:00 10:10 10:25 11:35 12:30 13:40 13:55 15:05 15:15 16:25 16:35 17:45

組織の成り立ち-6 組織の成り立ち-7

月

12:30〜13:40 14：00〜15：40 15：50〜17：00

火

(選択科目) (選択科目)

15:20～16:30 16:45～17:55

前期 V-15 前期 VI-15

水

第

3

週
組織の成り立ち-8 組織の成り立ち-9

木

生体物質の代謝−14 生体物質の代謝−15
12:30〜13:40 14：00〜15：40 15：50〜17：00

金

土

自己学修

(TBL) (TBL) (TBL)

自己学修

(TBL)

自己学修 自己学修

組織の成り立ち

組織の成り立ち

腺組織-1

脂肪酸の代謝Ⅰ 脂肪酸の代謝Ⅱ

上皮組織-2

(解剖学（顕微解剖学・形態形成学　石津、菊田、森島、望月)
(統合教育学修センター基礎科学　石井、浦瀬)

生体物質の代謝−10 生体物質の代謝−11

(生化学　中村)

(TBL)

(実習)

生体物質の代謝−12 生体物質の代謝−13

グリコーゲンの代謝

課題1-2

(講義) (講義)

(TBL)

(解剖学（顕微解剖学
形態形成学　石津 )

(解剖学（顕微解剖学
形態形成学　石津 )

腺組織-3　分類（腺の
形状と分泌物の性状）

腺組織-4　分類（分泌
様式）

課題1-1

(解剖学（顕微解剖学・形態形成学　石津、菊田、森島、望月)
(統合教育学修センター基礎科学　石井、浦瀬)

(生化学　越野)

ペントースリン酸回路

(生化学　越野)

(講義) (講義)

(講義) (講義)

(解剖学（顕微解剖学
形態形成学　石津 )

(解剖学（顕微解剖学
形態形成学　石津 )

(講義) (講義)

腺組織-1　定義と概要 腺組織-2　基本構造

(生化学　越野)

酸化的リン酸化Ⅱ 糖新生

(生化学　越野)

9
／
17

令和4年度　Segment2　講義・実習時間割表

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

(実習)

Ⅵ

9
／
12

9
／
16

9
／
13

(講義) (講義)

9
／
14

9
／
15

(生化学　中村)

(講義)

国際コミュニケーション

講義2、OC: Making a speech draft

（統合教育学修センター基礎教育学 遠藤、ラ
イトナー、エルヴィン、スタウト、細谷、石井、サ
ラングル、伊藤、チェバスコ、ハンアラン、林、

ウォン、大野、金田）
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09:00 10:10 10:25 11:35 12:30 13:40 13:55 15:05 15:15 16:25 16:35 17:45

敬老の日

月

細胞と情報伝達-1 細胞と情報伝達-2
12:30〜13:40 14：00〜15：40 15：50〜17：00

火

(選択科目) (選択科目)

生体物質の代謝−16 生体物質の代謝−17
15:20～16:30 16:45～17:55

後期 V-1 後期 VI-1

水

第

4

週
組織の成り立ち-10 組織の成り立ち-11

木

秋分の日

金

土

(講義)(講義)

(実習)

ヌクレオチドの代謝Ⅱ

（生化学　竹内）(生化学　竹内)

ヌクレオチドの代謝Ⅰ

(TBL) (TBL) (TBL)

自己学修 課題1-3 自己学修

(講義) (講義)

科目の概要、教科書
の紹介

(生理学（分子細胞生
理学分野）　三谷)

細胞間情報伝達

(生理学（神経生理学
分野）　宮田)

9
／
22

9
／
23

(講義)

国際コミュニケーション

講義3、OC: Writing a speech manuscript 1

（統合教育学修センター基礎教育学 遠藤、ラ
イトナー、エルヴィン、スタウト、細谷、石井、サ
ラングル、伊藤、チェバスコ、ハンアラン、林、

ウォン、大野、金田）

9
／
24

令和4年度　Segment2　講義・実習時間割表

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅵ

9
／
19

9
／
20

9
／
21

(解剖学（顕微解剖学・形態形成学　石津、菊田、森島、望月)
(統合教育学修センター基礎科学　石井、浦瀬)

(講義) (講義)

結合組織-1　定義と概
要

結合組織-2　分類（細
胞成分）

(解剖学（顕微解剖学
形態形成学　菊田 )

(解剖学（顕微解剖学
形態形成学　菊田 )

腺組織-2

組織の成り立ち
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Ⅴ

09:00 10:10 10:25 11:35 12:30 13:40 13:55 15:05 15:15 16:25 16:35 17:45

組織の成り立ち-12 組織の成り立ち-13

月

細胞と情報伝達-3 細胞と情報伝達−4
12:30〜13:40 14：00〜15：40 15：50〜17：00

火

(選択科目) (選択科目)

15:20～16:30 16:45～17:55

後期 V-2 後期 VI-2

水

第

5

週
組織の成り立ち-14 組織の成り立ち-15

木

金

土

組織の成り立ち

(実習)

組織の成り立ち 組織の成り立ち

（統合教育学修センター基礎教育学 遠藤、ラ
イトナー、エルヴィン、スタウト、細谷、石井、サ
ラングル、伊藤、チェバスコ、ハンアラン、林、

ウォン、大野、金田）

( 生化学    竹内 )

講義4、OC: Writing a speech manuscript 2 コレステロールの代謝

結合組織-2／血液・リンパ組織

(解剖学（顕微解剖学・形態形成学）　石津、菊
田、森島、望月) (統合教育学修センター基礎

科学　石井、浦瀬)

リン脂質の代謝

(講義) (講義)

結合組織-3　分類（細
胞外成分）

方法論：染色法

(解剖学（顕微解剖学
形態形成学　菊田)

(解剖学（顕微解剖学
形態形成学　菊田)

血液・リンパ-2

(実習)

結合組織-1

(解剖学（顕微解剖学・形態形成学　石津、菊田、森島、望月)
(統合教育学修センター基礎科学　石井、浦瀬)

(生化学　中村) (生化学　中村)

(講義) (講義)

生体物質の代謝−18 生体物質の代謝−19

9
／
26

9
／
27

9
／
28

9
／
29

9
／
30

(講義)

国際コミュニケーション

(解剖学（顕微解剖学・
形態形成学）　望月 )

(解剖学（顕微解剖学・
形態形成学）　石津)

血液・リンパ-1

(TBL) (TBL)

自己学修

10
／
1

令和4年度　Segment2　講義・実習時間割表　　　

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅵ

(講義) (講義)

細胞膜受容体を介す
る情報伝達の種類

Gタンパク質を介する
情報伝達

(講義) (講義)

( 生化学   中村 )

(TBL)

自己学修 課題1-4

(解剖学（顕微解剖学・形態形成学）　石津、菊田、森島、望月)
(統合教育学修センター基礎科学　石井、浦瀬)

(実習)

方法／染色法  ・ 血液観察法

組織の成り立ち

(実習)

方法／染色法  ・ 血液観察法

(解剖学（顕微解剖学・形態形成学）　石津、菊田、森島、望月)
(統合教育学修センター基礎科学　石井、浦瀬)
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Ⅴ

09:00 10:10 10:25 11:35 12:30 13:40 13:55 15:05 15:15 16:25 16:35 17:45

(実習)

組織の成り立ち-16 組織の成り立ち-17 組織の成り立ち

軟骨組織/軟骨・骨の発生・成長

月

12:30〜13:40 14：00〜15：40 15：50〜17：00

火

(選択科目) (選択科目)

生体物質の代謝-20 生体物質の代謝-21
15:20～16:30 16:45～17:55

後期 V-3 後期 VI-3

水

第

6

週 （講義） （講義） （行事） （実習）

生体物質の代謝−22 「至誠と愛」の実践学修

解剖慰霊祭

木

12:30〜13:40 14：00〜15：40 15：50〜17：00

金

土

「至誠と愛」の実践学
修

(統合教育学修セン
ター基礎教育学　辻

村)
　(ゲストスピーカー)

医療関係講演の記録
方法

(解剖学（顕微解剖学・
形態形成学）　石津 )

アミノ酸代謝Ⅰ アミノ酸代謝II

(生化学　中村) (生化学　中村)

(講義) (講義)

(統合教育学修セン
ター基礎科学　松本、
基礎教育学　辻村)

(生理学（分子細胞生理
学分野）　茂泉)

(統合教育学修センター
基礎教育学　辻村)

レポート作成時に守る
べきこと-1

レポート作成時に守る
べきこと-2

(講義) (講義)

基本的・医学的表現技
術-3

基本的・医学的表現技
術-4

軟骨組織 軟骨・骨の発生/成長

(講義) (講義)

(解剖学（顕微解剖学・形態形成学）　石津、菊田、森島、望月)
(統合教育学修センター基礎科学　石井、浦瀬)

(解剖学（顕微解剖学・
形態形成学）　石津 )

コミュニケーション実
習、実習後振り返り（小
グループ）

(衛生学公衆衛生学　蒋池)
（統合教育学修センター基

礎科学　松本、辻野）（「至誠
と愛」の実践学修教育実行

委員）

(TBL) (TBL) (TBL)
(皮膚科学　石黒)

医とは何か

自己学修 課題2-2 自己学修

(TBL) (TBL) (TBL)

自己学修 課題2-1 自己学修

(統合教育学修センター基礎科学　佐藤、浦瀬、基礎教育学　遠藤、辻
村）（看護学部　吉武、吉田)

国際コミュニケーション

「至誠と愛」の実践学
修-4

(講義)

基本的・医学的表現技
術-5

アミノ酸代謝Ⅲ

(生化学　中村)

講義5、OC: Writing a speech manuscript 3

（統合教育学修センター基礎教育学 遠藤、ラ
イトナー、エルヴィン、スタウト、細谷、石井、サ
ラングル、伊藤、チェバスコ、ハンアラン、林、

ウォン、大野、金田）

「至誠と愛」の実践学
修-5

令和4年度　Segment2　講義・実習時間割表　　　

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅵ

(遺伝子医療センター
斎藤)

キャリアを考える（3）
「ゲノム医療の最前線」

(講義)

10
／
8

10
／
3

10
／
4

10
／
5

10
／
6

10
／
7

(講義)
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Ⅴ

09:00 10:10 10:25 11:35 12:30 13:40 13:55 15:05 15:15 16:25 16:35 17:45

スポーツの日

月

組織の成り立ち-18

火

(選択科目) (選択科目)

15:20～16:30 16:45～17:55

後期 V-4 後期 VI-4

水

第

7

週 （講義）

細胞と情報伝達-7 医療・患者安全学-4 医療・患者安全学−5

木

組織の成り立ち-19 組織の成り立ち-20

金

土

経膜シグナルの生理
作用

(衛生学公衆衛生学　加
藤、中島 )（医療安全科

寺崎、世川、松村、井出）
（看護学部　吉武、吉田）

ケーススタディー演習

(衛生学公衆衛生学　加
藤、中島 )（医療安全科

寺崎、世川、松村、井出）
（看護学部　吉武、吉田）

刺激受容機構I

(生理学（神経生理学
分野） 　宮田)

(生理学（神経生理学
分野）　宮田)

エラーに学び，害を防
止する

10
／
14

(講義)                                       ＠自宅

国際コミュニケーション

生体システムと制御機
構-2

講義6、OC: Writing a speech manuscript 4

10
／
12

細胞と情報伝達-6

(WS)

10
／
13

(WS)

Ⅵ

チロシンリン酸化を介
する受容体と情報伝達

リン酸化・脱リン酸化と
情報伝達

(講義) (講義)

( 生化学    中村) ( 生化学  中村 )

細胞と情報伝達-5

骨組織

(実習)

組織の成り立ち

令和4年度　Segment2　講義・実習時間割表　　　　

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

10
／
11

(講義)

10
／
10

骨組織

(生理学（神経生理学
分野）　宮田)

科目の概要

10
／
15

（統合教育学修センター基礎教育学 遠藤、ラ
イトナー、エルヴィン、スタウト、細谷、石井、サ
ラングル、伊藤、チェバスコ、ハンアラン、林、

ウォン、大野、金田）
(講義)

生体システムと制御機
構-1

(解剖学（顕微解剖学・
形態形成学）　石津)

(講義)

(解剖学（顕微解剖学・形態形成学）　石津、菊田、森島、望月)
(統合教育学修センター基礎科学　石井、浦瀬)

(解剖学（顕微解剖学・形態形成学）　石津、菊田、森島、望月)
(統合教育学修センター基礎科学　石井、浦瀬)

(講義) (講義) (実習)

組織の成り立ち

筋組織-1 筋組織−2 筋組織

(解剖学（顕微解剖学・
形態形成学）　石津)

(解剖学（顕微解剖学・
形態形成学）　石津 )
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Ⅴ

09:00 10:10 10:25 11:35 12:30 13:40 13:55 15:05 15:15 16:25 16:35 17:45

組織の成り立ち-21 組織の成り立ち-22

月

生体物質の代謝−23 生体物質の代謝-24 生体物質の代謝-25 細胞と情報伝達-8 細胞と情報伝達-9

火

（講義） （講義） (選択科目) (選択科目)

15:20～16:30 16:45～17:55

後期 V-5 後期 VI-5

水

第

8

週
女子医大際の準備

木

女子医大際

金

女子医大際

土

(実習)

神経組織

生体システム基礎解剖
(I)

生体システム基礎解剖
(II)

(解剖学　本多) (解剖学　本多)

生体システムと制御機
構-3

生体システムと制御機
構-4

組織の成り立ち

(解剖学（顕微解剖学・形態形成学）　石津、菊田、森島、望月)
(統合教育学修センター基礎科学　石井、浦瀬)

神経組織−1 神経組織−2

(解剖学(顕微解剖学・
形態形成学)　石津)

(解剖学(顕微解剖学・
形態形成学)　石津)

(講義) (講義)

10
／
20

10
／
21

(講義)                                       ＠自宅

国際コミュニケーション

講義7、OC: Writing a speech manuscript 5

（統合教育学修センター基礎教育学 遠藤、ラ
イトナー、エルヴィン、スタウト、細谷、石井、サ
ラングル、伊藤、チェバスコ、ハンアラン、林、

ウォン、大野、金田）

10
／
22

令和4年度　Segment2　講義・実習時間割表

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅵ

10
／
17

10
／
18

10
／
19

糖尿病

（糖尿病・代謝内科学
馬場園)

(講義)

（生化学　中村）

(講義)

代謝の統合・異常

(講義)

総括

（生化学　中村）
(生理学（分子細胞生

理学分野）　末廣)
(生理学（分子細胞生
理学分野）　末廣）

神経伝達物質 II

(講義)

神経伝達物質 I

(講義)
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Ⅴ

09:00 10:10 10:25 11:35 12:30 13:40 13:55 15:05 15:15 16:25 16:35 17:45

（講義) （講義) （講義）

細胞と情報伝達-10 細胞と情報伝達-11 細胞と情報伝達−12 細胞と情報伝達-13 細胞と情報伝達-14

月

（講義) （講義)

12:30〜13:40 14：00〜15：40 15：50〜17：00

火

(選択科目) (選択科目)

15:20～16:30 16:45～17:55

後期 V-6 後期 VI-6

水

第

9

週 (実習) （講義）

細胞と情報伝達-15 細胞と情報伝達-16 細胞と情報伝達−17

木

（講義） （講義）

細胞と情報伝達−18 細胞と情報伝達-19
12:30〜13:40 14：00〜15：40 15：50〜17：00

金

土

興奮性細胞と細胞膜
の電気的性質

生体システムと制御機
構-5

生体システムと制御機
構-6

生体信号の記録方法
(生体の電気信号）

刺激受容機構II

細胞周期の制御と異
常 Ⅳ

(生理学（分子細胞生
理学分野）　白川)

(生理学（神経生理学
分野）　宮田)

(講義)

国際コミュニケーション

(講義)

活動電位 III

(生理学（分子細胞生
理学分野）　三谷)

(生理学（分子細胞生
理学分野）　三谷)

(生理学（分子細胞生
理学分野）　三谷)

活動電位 I 活動電位 II

(病理学(人体病理学・
病態神経科学分野)

増井)

(生理学（分子細胞生
理学分野）　三谷)

(病理学(人体病理学・
病態神経科学分野)

増井)

(講義)

(生理学（分子細胞生
理学分野）　三谷)

(病理学(人体病理学・
病態神経科学分野)

増井)

(病理学(人体病理学・
病態神経科学分野)

増井)

(生理学（神経生理学
分野） 　宮田)

細胞周期の制御と異
常 III

カルシウムと二次メッセ
ンジャー

10
／
28

生体システムと制御機
構-8

生体システムと制御機
構-9

生体システムと制御機
構-10

運動の基本単位

細胞周期の制御と異
常 I

細胞周期の制御と異
常 II

筋収縮機構II

(生理学（分子細胞生
理学分野）　三谷)

（統合教育学修センター基礎教育学 遠藤、ラ
イトナー、エルヴィン、スタウト、細谷、石井、サ
ラングル、伊藤、チェバスコ、ハンアラン、林、

ウォン、大野、金田）

10
／
29

10
／
24

10
／
25

10
／
26

容積導体

生体システムと制御機
構-7

10
／
27

脊髄反射機構

(生理学（神経生理学
分野）　宮田)

(生理学（神経生理学
分野）　宮田)

令和4年度　Segment2　講義・実習時間割表　　　

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅵ

(講義)

(TBL)

自己学修 課題2-4 自己学修

(TBL) (TBL)

筋収縮機構I

(講義) (講義)

(生理学（分子細胞生
理学分野）　三谷)

(TBL)

自己学修 課題2-3 自己学修

(TBL) (TBL)

(講義)

講義8、OC: Speech presentation practice 1
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Ⅴ

09:00 10:10 10:25 11:35 12:30 13:40 13:55 15:05 15:15 16:25 16:35 17:45

（講義） （講義）

細胞と情報伝達-20 細胞と情報伝達-21
09:00〜10:00 10：00〜11：40 12:30〜13:40

月

（講義) （講義) （講義） （講義） （講義）

細胞と情報伝達-22 細胞と情報伝達-23 細胞と情報伝達-24

火

（講義) （講義) (選択科目) (選択科目)

細胞と情報伝達-25 細胞と情報伝達-26
15:20～16:30 16:45～17:55

後期 V-7 後期 VI-7

水

第

10

週
文化の日

木

（講義） （講義） （実習）

医学用語-1

金

土

(法医学　多木)
(統合教育学修セン
ター基礎教育学　辻

村)

基本的・医学的表現技
術-6

細胞と情報伝達、生体システムと制御機構

課題3-1

生体システムと制御機
構-11

生体システムと制御機
構-12

痛覚の受容と調節機
構

(生理学（分子細胞生
理学分野）　三谷)

（生理学（神経生理学
分野）　宮田）

(TBL)

自己学修

(解剖学（顕微解剖学
形態形成学　石津)
(順天堂大学医学部

澤井)

容積導体と骨格筋の興奮収縮連関、誘発筋電図と脊髄反射、信号伝
達と生体制御

(生理学（分子細胞生理学分野）　三谷、白川、藤巻、茂泉、末廣、
出嶋、吉田、伊豆原、大野)（総合医科学研究所　樋口）

科目の概要・ラテン語 機能系基礎医学の基
本的表現技術、文書
作成演習

情報伝達のまとめ

(生理学（分子細胞生
理学分野）　三谷)

(生理学（分子細胞生
理学分野）　三谷)

(TBL) (TBL)

イオンチャネル I

(生理学（分子細胞生
理学分野）　三谷)

実習の説明

国際コミュニケーション

講義9、OC: Speech presentation practice 2

（統合教育学修センター基礎教育学 遠藤、ラ
イトナー、エルヴィン、スタウト、細谷、石井、サ
ラングル、伊藤、チェバスコ、ハンアラン、林、

ウォン、大野、金田）

シナプス伝達 I

10
／
31

11
／
1

11
／
2

イオンチャネル II

11
／
4

シナプス伝達 II

(生理学（分子細胞生
理学分野）　三谷)

イオンチャネル III

(生理学（分子細胞生
理学分野）　三谷)

自己学修

令和4年度　Segment2　講義・実習時間割表　　　

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅵ

(生理学（分子細胞生
理学分野）　三谷)

(生理学（分子細胞生
理学分野）　三谷)

(講義)

シナプス伝達 III

11
／
5

11
／
3
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Ⅴ

09:00 10:10 10:25 11:35 12:30 13:40 13:55 15:05 15:15 16:25 16:35 17:45

（講義) （講義)

09:00〜10:00 10：00〜11：40 12:30〜13:40

月

（講義) （講義)

火

（講義) （講義) (選択科目) (選択科目)

15:20～16:30 16:45～17:55

後期 V-8 後期 VI-8

水

第

11

週 （講義） （講義）

組織の成り立ち-23 組織の成り立ち-24
09:00〜10:00 10：00〜11：40 12:30〜13:40

木

（講義） （講義）

医学用語-2

金

土

(順天堂大学医学部
澤井)

(法医学　多木)
(統合教育学修セン
ター基礎教育学　辻

村)

基本的・医学的表現技
術-7

容積導体と骨格筋の興奮収縮連関、誘発筋電図と脊髄反射、信号伝
達と生体制御

(生理学（分子細胞生理学分野）　三谷、白川、藤巻、茂泉、末廣、
出嶋、吉田、伊豆原、大野)（総合医科学研究所　樋口）

(生理学（分子細胞生
理学分野）　三谷)

生体システムと制御機
構-16

生体システムと制御機
構-17

(生理学（神経生理学
分野）　宮田)

(生理学（神経生理学
分野）　宮田)

心筋の興奮と収縮 心筋の興奮と心電図

(生理学（分子細胞生
理学分野）　三谷)

ラテン語 機能系基礎医学の基本
的表現技術、作成文書を
用いた情報の伝達と説明

（実習）

細胞と情報伝達、生体システムと制御機構

(内分泌内科学　大月)

内分泌系による調節機
構

生体システムと制御機
構-15

生体システムと制御機
構-13

生体システムと制御機
構-14

組織から器官へ-1
（まとめ）

組織から器官へ-2
（まとめ）

(解剖学（顕微解剖学・
形態形成学）　石津 )

(解剖学（顕微解剖学・
形態形成学）　石津 )

生体システムと制御機
構-18

（実習）

細胞と情報伝達、生体システムと制御機構

容積導体と骨格筋の興奮収縮連関、誘発筋電図と脊髄反射、信号伝
達と生体制御

(生理学（分子細胞生理学分野）　三谷、白川、藤巻、茂泉、末廣、
出嶋、吉田、伊豆原、大野)（総合医科学研究所　樋口）

自律神経系による調節
機構I

自律神経系による調節
機構II

(TBL)

自己学修 課題3-3 自己学修

内分泌系による調節機
構（総論）

(内分泌内科学　大月)

(TBL) (TBL) (TBL)

自己学修 課題3-2 自己学修

11
／
10

11
／
11

(講義)

国際コミュニケーション

(TBL) (TBL)

講義10、OC: Speech presentation practice 3

（統合教育学修センター基礎教育学 遠藤、ラ
イトナー、エルヴィン、スタウト、細谷、石井、サ
ラングル、伊藤、チェバスコ、ハンアラン、林、

ウォン、大野、金田）

11
／
12

令和4年度　Segment2　講義・実習時間割表　　

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅵ

11
／
7

11
／
8

11
／
9
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Ⅴ

09:00 10:10 10:25 11:35 12:30 13:40 13:55 15:05 15:15 16:25 16:35 17:45

（講義) （講義)

09:00〜10:00 10：00〜11：40 12:30〜13:40

月

（講義) （講義)

火

（講義) （講義) (選択科目) (選択科目)

遺伝と遺伝子−1
15:20～16:30 16:45～17:55

後期 V-9 後期 VI-9

水

第

12

週 （講義) （講義)

遺伝と遺伝子−2 遺伝と遺伝子−3
09:00〜10:00 10：00〜11：40 12:30〜13:40

木

（講義) （講義)

金

土

平滑筋の興奮と収縮

中枢神経系の制御と
統合機能

(生理学（神経生理学
分野）　宮田)

細胞と情報伝達、生体システムと制御機構

容積導体と骨格筋の興奮収縮連関、誘発筋電図と脊髄反射、信号伝
達と生体制御

(生理学（分子細胞生理学分野）　三谷、白川、藤巻、茂泉、末廣、
出嶋、吉田、伊豆原、大野)（総合医科学研究所　樋口）

自己学修

細胞と情報伝達、生体システムと制御機構

生体システムの総合理
解

(生理学（神経生理学
分野）　宮田)

生体システムのまとめ

(生理学（神経生理学
分野）　宮田)

生体システムと制御機
構-20

生体システムと制御機
構-21

生体システムと制御機
構-22

生体システムと制御機
構-24

生体システムと制御機
構-25

生体システムと制御機
構-19

（実習）

(病理学（人体病理学・
病態神経科学分野)

増井)

ニューロンとグリアの相
互作用

(薬理学　瀧田)

自律神経作用薬と生
体反応

生体システムと制御機
構-23

興奮伝道および神経
筋伝達の遮断薬

(生理学（分子細胞生
理学分野）　三谷)

(生理学（分子細胞生
理学分野）　三谷)

(TBL) (TBL) (TBL)

自己学修 課題4-1 自己学修

(統合教育学修セン
ター基礎科学　 石井)

遺伝の法則

(生理学（分子細胞生
理学分野）　三谷)

容積導体と骨格筋の興奮収縮連関、誘発筋電図と脊髄反射、信号伝
達と生体制御

(生理学（分子細胞生理学分野）　三谷、白川、藤巻、茂泉、末廣、
出嶋、吉田、伊豆原、大野)（総合医科学研究所　樋口）

(TBL) (TBL) (TBL)

自己学修 課題3-4

11
／
15

11
／
16

科目の概要

11
／
17

11
／
18

(講義)

国際コミュニケーション

（実習）

(統合教育学修セン
ター基礎科学　 石井)

集団の遺伝

講義11、OC: Speech presentation practice 4

（統合教育学修センター基礎教育学 遠藤、ラ
イトナー、エルヴィン、スタウト、細谷、石井、サ
ラングル、伊藤、チェバスコ、ハンアラン、林、

ウォン、大野、金田）

11
／
19

令和4年度　Segment2　講義・実習時間割表　　

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅵ

11
／
14
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Ⅴ

09:00 10:10 10:25 11:35 12:30 13:40 13:55 15:05 15:15 16:25 16:35 17:45

（講義） （講義）

遺伝と遺伝子-4 遺伝と遺伝子-5
09:00〜10:00 10：00〜11：40 12:30〜13:40

月

（講義） （講義） （実習）

生体防御・免疫-1 生体防御・免疫-2 組織の成り立ち

火

勤労感謝の日

水

第

13

週 （講義） （講義）

生体と微生物-1 生体と微生物-2
09:00〜10:00 10：00〜11：40 12:30〜13:40

グラム陽性菌（1）

木

（講義） （講義）

医学用語-3 遺伝と遺伝子-6

金

土

（生化学　田中)

DNAの合成と複製

(微生物学免疫学　大
坂)

(微生物学免疫学　柳
澤)

ラテン語

(順天堂大学医学部
澤井)

容積導体と骨格筋の興奮収縮連関、誘発筋電図と脊髄反射、信号伝
達と生体制御

(生理学（分子細胞生理学分野）　三谷、白川、藤巻、茂泉、末廣、
出嶋、吉田、伊豆原、大野)（総合医科学研究所　樋口）

(微生物学免疫学　大
坂)

自然免疫（1）

(微生物学免疫学　柳
澤)

総論 - 生体防御・免
疫系

(TBL)

自己学修

(TBL)

自己学修 課題4-2 自己学修

(統合教育学修セン
ター基礎科学　石井)

染色体、ゲノム、遺伝
子の構造 II

(TBL)

課題4-3

(統合教育学修セン
ター基礎科学　石井)

11
／
24

11
／
25

（実習）

細胞と情報伝達、生体システムと制御機構

自己学修 総論-微生物の種類・
基本構造・増殖様式

(TBL) (TBL)

(TBL)

11
／
26

11
／
21

11
／
22

11
／
23

（実習）

令和4年度　Segment2　講義・実習時間割表　　

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅵ

組織の成り立ち

まとめ 実習試問

(解剖学（顕微解剖学・形
態形成学）　石津、菊田、

森島、望月)
(解剖学（顕微解剖学・形態形成学）　石津、菊

田、森島、望月)

染色体、ゲノム、遺伝
子の構造 I
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Ⅴ

09:00 10:10 10:25 11:35 12:30 13:40 13:55 15:05 15:15 16:25 16:35 17:45

（講義） （講義）

遺伝と遺伝子−7 遺伝と遺伝子−8
09:00〜10:00 10：00〜11：40 12:30〜13:40

月

（講義） （講義） （講義） （講義） （講義）

遺伝と遺伝子-9 遺伝と遺伝子-10 生体と微生物-3 生体防御・免疫-3 生体防御・免疫-4

グラム陽性菌（2）

火

（講義） （講義） (選択科目) (選択科目)

遺伝と遺伝子-11 遺伝と遺伝子-12
15:20～16:30 16:45～17:55

後期 V-10 後期 VI-10

水

第

14

週 （講義） （講義） （講義） （講義） （講義）

遺伝と遺伝子-13 遺伝と遺伝子-14 遺伝と遺伝子-15 遺伝と遺伝子-16 遺伝と遺伝子-17

木

（講義） （講義） （講義） （講義） （講義）

医学用語-4 生体と微生物-4 生体と微生物-5 生体防御・免疫-5 生体防御・免疫-6

グラム陰性菌（1） 細胞性免疫 液性免疫

金

土

(微生物学免疫学　大
坂)

(成人医学センター
　岩崎)

(総合医科学研究所
赤川)

体細胞変異と生殖系
列変異

エピゲノムによる遺伝
子発現調節

（生化学　田中)

ミトコンドリアと細胞質
遺伝

遺伝子組み換え実験

(生化学　中村)

(微生物学免疫学　大
坂)

(微生物学免疫学　上
芝)

(微生物学免疫学　大
坂)

(微生物学免疫学　加
藤)

(順天堂大学医学部
澤井)

ラテン語

(生理学（分子細胞生
理学分野）　出嶋)

(生化学　田中)

蛋白質の修飾・輸送・
分解

芽胞形成菌（通性、偏
性嫌気性菌）

課題4-4自己学修

(生理学（分子細胞生
理学分野）　出嶋)

DNAの転写 転写と転写因子

12
／
2

(講義)

国際コミュニケーション

講義12、OC: Speech presentation practice 5

（統合教育学修センター基礎教育学 遠藤、ラ
イトナー、エルヴィン、スタウト、細谷、石井、サ
ラングル、伊藤、チェバスコ、ハンアラン、林、

ウォン、大野、金田）

Ⅵ

11
／
28

11
／
29

11
／
30

（生化学　田中)

翻訳と蛋白質の合成

12
／
1

自己学修

スプライシング

(生理学（分子細胞生
理学分野）　吉田)

(TBL) (TBL) (TBL)

12
／
3

令和4年度　Segment2　講義・実習時間割表

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

抗原と抗体

(微生物学免疫学　加
藤)

自然免疫（2）

(微生物学免疫学　大
坂)

遺伝と環境、変異原、
ストレスと適応

DNAの修復

(生理学（分子細胞生
理学分野）　末廣)

(生理学（分子細胞生
理学分野）　末廣)
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Ⅴ

09:00 10:10 10:25 11:35 12:30 13:40 13:55 15:05 15:15 16:25 16:35 17:45

創立記念日

月

（講義） （講義） （講義） （講義） （講義）

生体と微生物-6 生体と微生物-7 遺伝と遺伝子-18 遺伝と遺伝子-19 遺伝と遺伝子-20

グラム陰性菌（2） グラム陰性菌（3） 多因子遺伝

火

（講義） （講義） (選択科目) (選択科目)

国際コミュニケーション 遺伝と遺伝子-21
15:20～16:30 16:45～17:55

後期 V-11 後期 VI-11

水

第

15

週 （講義） （講義） （講義） （講義） （講義）

遺伝と遺伝子-22 生体と微生物-8 生体防御・免疫-7 遺伝と遺伝子-23 遺伝と遺伝子-24

木

（講義） （試験） （講義）

医学用語−5 医療・患者安全学 国際コミュニケーション

まとめ試験 TOEFL ITP テスト

金

土

Ⅵ

12
／
5

分子細胞生物学実験

国際コミュニケーション

免疫学まとめ

(微生物学免疫学　大
坂)

令和4年度　Segment2　講義・実習時間割表

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

遺伝子治療と核酸医
薬

12
／
6

個体を用いた遺伝子
改変実験

(実験動物研究所　本田)

(遺伝子医療センター
松尾)

(講義)                                       ＠自宅

(微生物学免疫学　大
坂)

(実験動物研究所　本田)

（生化学　田中)

(微生物学免疫学　加藤)

（統合教育学修センター基礎教育学 遠藤、ラ
イトナー、エルヴィン、スタウト、細谷、石井、サ
ラングル、伊藤、チェバスコ、ハンアラン、林、

ウォン、大野、金田）

（成人医学センター
岩崎)

12
／
7

(生理学（分子細胞生
理学分野）　三谷)

（統合教育学修センター
基礎教育学　遠藤）

講義13、OC: Speech presentation practice 6

ラテン語・まとめ

12
／
8

微生物学まとめ非コードRNA

(微生物学免疫学　加藤)

講義14、Speech
presentation QA(1)

12
／
10

癌遺伝子と癌抑制遺
伝子

12
／
9

(総合医科学研究所
赤川)

ゲノムの個人差

（衛生学公衆衛生学
加藤）

(順天堂大学医学部
澤井) （統合教育学修センター基礎教育学　遠藤）
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Ⅴ

09:00 10:10 10:25 11:35 12:30 13:40 13:55 15:05 15:15 16:25 16:35 17:45

月

火

（実習） (選択科目)

生体物質の代謝
15:20～16:30 16:45～17:55

ウシ骨格筋より乳酸脱水素酵素（LD）精製、酵素反応速度論的解析（17グループ） 後期 V-12 後期 VI-12

水

第

16

週

木

金

土

ラット臓器における乳酸脱水素酵素（LD）の発現解析、PCR法、活性染色法

生体物質の代謝

（生化学　中村史雄、越野、田中、新敷、瀧澤）（統合教育学修センター基礎科学　佐藤、中村裕子）

（生化学　中村史雄、越野、田中、新敷、瀧澤）（統合教育学修センター基礎科学　佐藤、中村裕子）
（実習）

生体物質の代謝

実習まとめ、発表報告会

（生化学　中村史雄、越野、田中、新敷、瀧澤）（統合教育学修センター基礎科学　佐藤、中村裕子）

生体物質の代謝

ウシ骨格筋より乳酸脱水素酵素（LD）精製、酵素反応速度論的解析（17グループ）

（生化学　中村史雄、越野、田中、新敷、瀧澤）（統合教育学修センター基礎科学　佐藤、中村裕子）
（実習）

ウシ骨格筋より乳酸脱水素酵素（LD）精製、酵素反応速度論的解析（17グループ）

（生化学　中村史雄、越野、田中、新敷、瀧澤）（統合教育学修センター基礎科学　佐藤、中村裕子）

12
／
17

12
／
13

12
／
15

12
／
16

(選択科目)

（実習）

生体物質の代謝12
／
12

12
／
14

（実習）

令和4年度　Segment2　講義・実習時間割表

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅵ
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Ⅴ

09:00 10:10 10:25 11:35 12:30 13:40 13:55 15:05 15:15 16:25 16:35 17:45

冬季休業

月

冬季休業

火

冬季休業

水

第

17

週 （講義） （講義） （講義）

遺伝と遺伝子-25 遺伝と遺伝子-26

木

（講義） （講義）

生体防御・免疫-8 生体と微生物-9
12:30〜13:40 14：00〜15：40 15：50〜17：00

金

土

(TBL)

自己学修

(総合医科学研究所
赤川)

遺伝子構造解析・多型
解析

基本的・医学的表現技
術-8

これまでの課題物の
フィードバック

講義15、OC: Speech presentation practice 7

自己学修

　(統合教育学修センター
基礎教育学　辻村)

(総合医科学研究所
赤川)

遺伝子の情報解析

(TBL) (TBL)

（統合教育学修センター基礎教育学 遠藤、ラ
イトナー、エルヴィン、スタウト、細谷、石井、サ
ラングル、伊藤、チェバスコ、ハンアラン、林、

ウォン、大野、金田）

1
／
2

1
／
3

1
／
4

1
／
6

(講義)

国際コミュニケーション1
／
5

令和4年度　Segment2　講義・実習時間割表　　　

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅵ

主要組織適合抗原（1）

(微生物学免疫学　柳
澤)

(微生物学免疫学　柳
澤)

自己免疫寛容 課題5-1

1
／
7
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Ⅴ

09:00 10:10 10:25 11:35 12:30 13:40 13:55 15:05 15:15 16:25 16:35 17:45

成人の日

月

（講義） （講義）

12:30〜13:40 14：00〜15：40 15：50〜17：00

火

（講義） （講義） (選択科目) (選択科目)

国際コミュニケーション 生体と微生物-9
15:20～16:30 16:45～17:55

後期 V-13 後期 VI-13

水

第

18

週 （講義） （講義） （講義） （講義） （講義） （講義）

生体防御・免疫-10 生体防御・免疫-11 生体防御・免疫-12 生体防御・免疫-13 生体と微生物-10 生体防御・免疫-15

木

（講義） （講義）

生体防御・免疫-15 生体防御・免疫−16
12:30〜13:40 14：00〜15：40 15：50〜17：00

金

土

(微生物学免疫学　柳
澤)

講義17、Speech
presentation QA(2)

(微生物学免疫学　柳
澤)

講義16、OC: Speech presentation practice 8

（統合教育学修センター
基礎教育学　遠藤、森

景）

自己学修主要組織適合（2）・移
植免疫

(TBL)

免疫系組織の機能分
化と微細構造（1）

解剖学(顕微解剖学・
形態形成学)　石津）

(TBL)

形態系基礎医学の基本
的表現技術、作成文書を
用いた情報の伝達と説明

自己学修免疫応答の制御機構・
腫瘍免疫

(TBL)

ウイルス（1）

(微生物学免疫学　大坂)

課題5-3

(微生物学免疫学　大
坂)

(微生物学免疫学　大坂)

(TBL) (TBL) (TBL)

自己学修 課題5-2 自己学修

1
／
12

1
／
13

(講義)

国際コミュニケーション

（統合教育学修センター基礎教育学 遠藤、ラ
イトナー、エルヴィン、スタウト、細谷、石井、サ
ラングル、伊藤、チェバスコ、ハンアラン、林、

ウォン、大野、金田）

基本的・医学的表現技
術-9

基本的・医学的表現技
術-10

(解剖学　早川) (解剖学　早川)

形態系基礎医学の基
本的表現技術、文書
作成演習

1
／
15

令和4年度　Segment2　講義・実習時間割表　　　

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅵ

1
／
9

1
／
10

1
／
11

解剖学(顕微解剖学・
形態形成学)　石津）

免疫系組織の機能分
化と微細構造（2）

サイトカインとケモカイ
ン

(微生物学免疫学　柳澤)

免疫系の多様性獲得
機序

(微生物学免疫学　加藤)

ウイルス（2） 感染症の免疫応答
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09:00 10:10 10:25 11:35 12:30 13:40 13:55 15:05 15:15 16:25 16:35 17:45

（講義） （講義） （講義） （講義） （講義）

生体と微生物-11 生体と微生物-12 生体と微生物-13 生体防御・免疫-16 生体と微生物-14

肝炎ウイルス

月

（講義） （講義）

生体防御・免疫-17 生体防御・免疫-18
12:30〜13:40 14：00〜15：40 15：50〜17：00

火

（講義） （講義） (選択科目) (選択科目)

遺伝と遺伝子-27 遺伝と遺伝子-28

15:20～16:30 16:45～17:55

後期 V-14 後期 VI-14

水

第

19

週 （講義）

生体と微生物-15

レトロウイルス

木

（講義) （講義） （講義） （講義） （講義）

生体と微生物-17 生体と微生物-18 生体防御・免疫−19 生体防御・免疫−20

粘膜免疫（2）

金

土

(微生物学免疫学　柳
澤)

(微生物学免疫学　柳
澤)

(微生物学免疫学　柳
澤)

(微生物学免疫学　柳澤、大坂、加藤、上芝、飯塚)

Speech presentation 1

（統合教育学修センター基礎教育学 遠藤、ラ
イトナー、エルヴィン、スタウト、細谷、石井、サ
ラングル、伊藤、チェバスコ、ハンアラン、林、

ウォン、大野、金田）

生体と微生物-16

(薬理学　出口)
(微生物学免疫学　大

坂)
(微生物学免疫学  大

坂)

化学療法薬

(薬理学　出口)

細菌の遺伝子とバクテ
リオファージ

(TBL)(TBL) (TBL)

自己学修 課題5-4 自己学修

1
／
20

(講義)

国際コミュニケーション　　　　　　　　　

生体と微生物、生体防御・免疫

（遺伝子医療センター
山本)

遺伝子診断と生命倫
理

家系図

(微生物学免疫学　柳
澤)

ウイルス(3)・プリオン

1
／
21

令和4年度　Segment2　講義・実習時間割表

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅵ

1
／
16

1
／
17

1
／
18

細菌実験の基本操作-1、常在細菌-1、腸内細菌

（遺伝子医療センター
山本)

1
／
19

アレルギー

（実習）

自己免疫疾患

感染症の免疫応答

(微生物学免疫学　大坂)(微生物学免疫学　大坂)

(微生物学免疫学　柳
澤)

抗菌薬と薬剤耐性 粘膜免疫（1）

抗酸菌

(微生物学免疫学　加
藤)

真菌

(微生物学免疫学　上
芝)
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09:00 10:10 10:25 11:35 12:30 13:40 13:55 15:05 15:15 16:25 16:35 17:45

（講義)

月

（講義)

生体と微生物-20

火

（講義) （講義) (選択科目) (選択科目)

15:20～16:30 16:45～17:55

後期 V-15 後期 VI-15

水

第

20

週 （講義）

生体防御・免疫−21

免疫不全

木

（講義)

生体と微生物-21

金

土

(微生物学免疫学　柳
澤)

感染症の予防

（実習）

（実習）

（実習）

生体と微生物、生体防御・免疫

細菌実験の基本操作-2、常在細菌-2、薬剤耐性菌-1

(微生物学免疫学　柳澤、大坂、加藤、上芝、飯塚)

(微生物学免疫学　上
芝)

細菌実験の基本操作-3、殺菌・消毒と細菌の抵抗性-1、薬剤耐性菌-2

(微生物学免疫学　柳澤、大坂、加藤、上芝、飯塚)

生体と微生物、生体防御・免疫

薬剤耐性菌-3、凝集と溶血、ゲル内沈降-1

(微生物学免疫学　柳澤、大坂、加藤、上芝、飯塚)

遺伝子診断と分子標
的薬

(薬理学　丸)

生体と微生物、生体防御・免疫

1
／
27

(講義)

国際コミュニケーション

（実習）

Speech presentation 2

（統合教育学修センター基礎教育学 遠藤、ラ
イトナー、エルヴィン、スタウト、細谷、石井、サ
ラングル、伊藤、チェバスコ、ハンアラン、林、

ウォン、大野、金田）

遺伝と遺伝子-29 遺伝と遺伝子−30

生体と微生物、生体防御・免疫

殺菌・消毒と細菌の抵抗性-2、抗体産生細胞（グループ1）

1
／
28

令和4年度　Segment2　講義・実習時間割表　　　　

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅵ

(微生物学免疫学　柳澤、大坂、加藤、上芝、飯塚)

スピロヘータ・マイコプ
ラズマ

1
／
23

1
／
24

1
／
25

(微生物学免疫学　柳
澤)

（遺伝子医療センター
山本)

変異と染色体構造変
化

1
／
26

生体と微生物-19

(国際環境・熱帯医学
坂元)

国際保健と感染症対
策総論
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Ⅴ

09:00 10:10 10:25 11:35 12:30 13:40 13:55 15:05 15:15 16:25 16:35 17:45

（講義)

月

（講義) （講義)

生体と微生物-22

火

入学試験

水

第

21

週 （講義) （講義）

生体と微生物-24

木

（追・再試験） （講義）

医療・患者安全学

まとめ試験

金

土

（衛生学公衆衛生学
加藤）

試験（論述試験）

(法医学　木林)
(統合教育学修セン
ター基礎教育学　辻

村)

2
／
4

生体と微生物-23

（実習）

(微生物学免疫学　柳澤、大坂、加藤、上芝、飯塚)

2
／
3

(国際環境・熱帯医学
凪)

寄生虫学総論 真菌、インフルエンザウイルス、ゲル内沈降（２）（グループ1）

基本的・医学的表現技
術-11

生体と微生物、生体防御・免疫

(微生物学免疫学　上
芝) (微生物学免疫学　柳澤、大坂、加藤、上芝、飯塚)

生体と微生物、生体防御・免疫

寄生虫学各論

(皮膚科学　梅垣)

リケッチア・クラミジア

2
／
2

(微生物学免疫学　上
芝)

生体防御・免疫-22

皮膚における生体防
御

(産婦人科学　水主川)

遺伝情報学実習
 1.ゲノム情報の収集と分析
 2.疾患ゲノム解析のアプローチ

殺菌・消毒と細菌の抵抗性-2、抗体産生細胞（グループ2）

生体防御・免疫−23

生殖免疫

(総合医科学研究所　赤川、樋口、東）

生体と微生物、生体防御・免疫

（実習）

真菌、インフルエンザウイルス、ゲル内沈降（２）（グループ2）

1
／
30

1
／
31

2
／
1

遺伝と遺伝子

（実習）

令和4年度　Segment2　講義・実習時間割表

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

（実習）

Ⅵ

(微生物学免疫学　柳澤、大坂、加藤、上芝、飯塚)

242



Ⅴ

09:00 10:10 10:25 11:35 12:30 13:40 13:55 15:05 15:15 16:25 16:35 17:45

（試験）

月

火

（試験）

水

第

22

週

木

（試験）

金

建国記念の日

土

2
／
8

2
／
9

2
／
10

生体物質の代謝（10：
00〜11：30）

組織の成り立ち（10：
00〜11：30）

細胞と情報伝達（10：
00〜11：30）

2
／
11

令和4年度　Segment2　講義・実習時間割表

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅵ

2
／
6

2
／
7
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09:00 10:10 10:25 11:35 12:30 13:40 13:55 15:05 15:15 16:25 16:35 17:45

（試験）

月

（試験）

火

水

第

23

週 （試験）

木

（試験） （講義） （実習）

金

土

生体と微生物（10：00
〜11：30）

チーム医療（1）「看護
の仕事の実際」

チーム医療（2）「看護
師の役割と看護の実
際：実習ガイダンス」

(看護学部　見城）（統
合教育学修センター

基礎科学　浦瀬)

（看護学部　岩﨑、山縣）
(衛生学公衆衛生学　蒋
池）　（統合教育学修セン

ター基礎科学　浦瀬)

「至誠と愛」の実践学
修-6

「至誠と愛」の実践学
修

2
／
16

2
／
17

生体システムと制御機
構（10：00〜11：30）

遺伝と遺伝子（10：00
〜11：30）

生体防御・免疫（10：00
〜11：30）

2
／
18

令和4年度　Segment2　講義・実習時間割表

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅵ

2
／
13

2
／
14

2
／
15
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Ⅴ

09:00 10:10 10:25 11:35 12:30 13:40 13:55 15:05 15:15 16:25 16:35 17:45

月

火

水

第

24

週
天皇誕生日

木

金

土

チーム医療（3）「看護師の役割と看護の実際　病棟実習（小グループ）」

2
／
21

2
／
23

(統合教育学修センター基礎科学　浦瀬、辻野、松本、山口、佐藤、中村、石井）（衛生学公衆衛生学　蒋池）（看護学部
岩﨑、山縣）（微生物学免疫学　大坂）（東医療センター検査科　加藤、下嶋）（看護部　内田）（東医療センター看護部
大井、飛澤)

2
／
24

2
／
25

チーム医療（4）「看護師の役割と看護の実際　病棟実習（小グループ）」

(統合教育学修センター基礎科学　浦瀬、辻野、松本、山口、佐藤、中村、石井）（衛生学公衆衛生学　蒋池）（看護学部
岩﨑、山縣）（微生物学免疫学　大坂）（東医療センター検査科　加藤、下嶋）（看護部　内田）（東医療センター看護部
大井、飛澤)

（実習）

「至誠と愛」の実践学修-26,27,28,29,302
／
22

2
／
20

（実習）

「至誠と愛」の実践学修-21,22,23,24,25

令和4年度　Segment2　講義・実習時間割表　　　

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅵ
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09:00 10:10 10:25 11:35 12:30 13:40 13:55 15:05 15:15 16:25 16:35 17:45

（追・再試験） （追・再試験）

月

（追・再試験） （追・再試験）

火

（追・再試験） （追・再試験）

水

第

25

週 （追・再試験）

木

金

土

生体物質の代謝（10：
00～11：30）

組織の成り立ち（13：00
～14：30）

生体システムと制御機
構（13：00～14：30）

細胞と情報伝達（10：
00～11：30）

2
／
28

3
／
1

3
／
2

3
／
3

3
／
4

生体防御・免疫（13:00
～14:30）

生体と微生物（10:00～
11:30）

遺伝と遺伝子（10：00
～11：30）

2
／
27

令和4年度　Segment2　講義・実習時間割表

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅵ

246


	0_表紙
	01.S2目次
	令和4年度S2学修の手引き（表紙・目次結合前）
	シラバス冒頭部分
	1.設立の精神
	2.東京女医学校　
	3.序言＿学長校閲済み
	4.大学の目的
	5.4つのポリシー 
	6.MD2011改訂版（「至誠と」変換済）
	7.学部教育を通じて達成する医師としての実践力
	8.医の実践力-慈しむ心の姿勢220228_項目番号付
	9.(教務委員会承認済)A5_カリキュラムの構造改訂版 （情報処理→AI・データサイエンス変更）
	10.週間時間割

	学修内容・到達目標1221
	1 組織の成り立ち
	1 組織の成り立ち（大中小項目）
	2 生体物質の代謝
	2 生体物質の代謝（大中小項目）
	3 細胞と情報伝達
	3 細胞と情報伝達（大中小項目）
	4 生体システムと制御機構
	4 生体システムと制御機構（大中小項目）
	5 遺伝と遺伝子
	5 遺伝と遺伝子（大中小項目）
	6 生体と微生物
	6 生体と微生物（大中小項目）
	7 生体防御・免疫
	7 生体防御・免疫（大中小項目）
	8 医学用語
	8 医学用語（大中小項目）
	縦断教育科目　中表紙
	9 「至誠と愛」の実践学修
	9 「至誠と愛」の実践学修（大中小項目）
	10 国際コミュニケーション
	10 国際コミュニケーション（大中小項目）
	11 基本的・医学的表現技術
	11 基本的・医学的表現技術（大中小項目）
	12 健康管理
	12 健康管理（大中小項目）
	13 医療・患者安全学
	13 医療・患者安全学（大中小項目）
	Ⅲ　試験科目表・試験日程表　中表紙
	試験日程
	Ⅳ　テュートリアル・TBL学修　中表紙
	S2TBL テューター・ファシリテーター
	リソース0511
	Ⅵ　選択科目中表紙
	04.2022年度選択科目学習要項
	05.2022年度科目一覧
	S2第1学年教育委員会名簿(確定)
	Ⅶ　講義・実習時間割表　中表紙
	●手引き掲載用22S2時間割(秋山) 




