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【重要！】 
T1・T2開講の授業については、 

Moodleを利用したオンデマンド型の授業となります。 

該当期間： 

T1→ 5月 7日（木）～6月 17日（水） 
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履修登録について 

① 履修登録は学生ポータルで行ってください。

② 履修登録の取り消しは、履修登録期間に行えます。ただし、当該ターム以

降に開講するもののみ取り消すことが可能です。（既に講義が終了している

ものについて、取り消すことは出来ません。）

③ 次に該当する場合には、事務的に履修登録を削除します：・上限単位を超

えた登録・履修不可の科目登録・重複履修不可科目の重複登録

医学薬学府ホームページ https://m.chiba-u.jp/ 

学生ポータル https://cup.chiba-u.jp/campusweb/campusportal.do 

Moodle https://moodle2.chiba-u.jp/moodle20/ 
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科目責任者/Organizer：
本橋　新一郎
MOTOHASHI　Shinichiro

　　単位/Credit： 1 実施時期/Conducted：

授業計画・授業内容
／Course Plans and
Contents

授業外学習
／Self Study

キーワード
／Keywords

教科書・参考書
／Textbooks/Reference
Books

評価方法・基準
／Evaluation Procedures
and Criteria

休講などの講義に係る連絡は、メール通知及び学生ポータルで
通知するので、必ず確認してください。
本講義の評価は、出席及びレポート課題により行われます。
★がついている4回の講義は必ず出席してください。

Make sure to check on your mail account and/or the Student Portal, as
important notification, including cancellation of a class, will be either
sent to your email account, or announced on the Student Portal.
Students will be evaluated based on their attendance and reports.
Students are adviced to attend four lectures marked with ★.

本講義で取り扱っている内容は，医学研究における基礎であり，
正確な理解が求められるとともに，受講者が将来必ず必要とする
内容である。そのため，各回終了後には講義プリントをくりかえし
復習し，自分のものとすること。
第2回終了後にeAPRINの受講についての指示が行われる。指定
されたe-learningを受講し，受講完了証を期日までに亥鼻地区事
務部学務課大学院係へ提出すること。

In this subject, we cover the basis of medical research, which you
will definitely need in the future. Therefore, you are expected to
review the given handouts after each class, until you fully
understand what you learned. After the 2nd lesson, you will be
instructed to take eAPRIN. Make sure to take assigned e-learnings,
and to submit the Course Completion Report to the Inohana
Campus Graduate School Office.

情報セキュリティ，生命倫理，研究倫理，臨床研究，感染予防，化
学物質の適正管理，知財，英語論文の書き方

Information Security, Bioethics, Research Ethics, Clinical Research,
Infection Prevention, Proper Management of Chemicals, Intellectual
Property, Writing English Articles

講義に際して資料を配布する。
参考となる資料は次の通り
・千葉大学安全衛生管理マニュアル　千葉大学総合安全衛生管
理機構編
・人を対象とする医学系研究に関する倫理指針　平成26年12月22
日　文科省・厚労省
・THE BELMONT REPORT 　U.S. Department of Health & Human
Services search

Handouts will be provided during class.
Reference Books:
・Ethical Guidelines for Medical and Health Research Involving
Human Subjects, December 22, 2014, Ministry of Health, Labor, and
Welfare (Provisional Translation July 2018)
(https://www.lifescience.mext.go.jp/files/pdf/n2181_01.pdf)
・THE BELMONT REPORT, U.S. Department of Health & Human
Services search

【Goals】

受講者は次の事項を実行できることを目標とする。
・生命倫理，研究倫理について理解し，医学研究者としての行動
規範に自覚を持つ。
・千葉大学における情報セキュリティ規範を理解し，適切な情報処
理を実施できる。
・微生物の取り扱いを理解し，感染事故を予防できる。
・医薬品，試薬の適切な取り扱いを学び，安全に実験実施でき
る。
・医薬バイオ分野の知財について理解し，特許について考察でき
る。
・臨床試験の手順を理解し，臨床試験計画を検討できる。
・英語論文の構造を理解し，博士論文を執筆できる。

Students are expected to acquire the following knowledge and skills:
・To understand bioethics and research ethics, and to observe code of
conduct as a medical researcher.
・To understand information security standards of Chiba University, and to
conduct appropriate information processing.
・To understand the handling of microorganism and to prevent infections.
・To learn appropriate management of drugs and reagents, and to conduct
experiments safely.
・To understand the Intellectual Property (IP) in the fields of Medicine,
Pharmaceutical Sciences, and Biotechnology, and also the patenting
process.
・To understand clinical trial procedures enough to make clinical trial
design.
・To understand the structure of English articles enough to write doctoral
dissertations.

第1回　4月　8日（水）（１）17：50～18：35・（２）18：35～19：20
（１）病原性微生物を扱う研究者のために・・・

-どのようにして事故を防ぐか-
真菌医学研究センター　亀井　克彦　教授

（２）医薬品および試薬の取り扱いについて
附属病院薬剤部部長　石井伊都子　教授

第2回　4月15日（水）★　研究倫理について
倫理審査委員会委員長　伊豫　雅臣　教授

第3回　4月22日（水）　英語論文の書き方について
医科学教室（英語論文の書き方講座）

講師　ミリンダハル氏
第4回　5月13日（水）★情報処理の方法及び情報セキュリティ

情報システム管理者　白澤　浩　教授
第5回　5月20日（水）　薬剤の臨床試験について

附属病院臨床試験部部長
第6回　5月27日（水）　医療バイオ分野の知財について

未来医療教育研究機構
品川　陽子 特任講師
小池　順造　特任講師

花岡　英紀　教授
第7回　6月3日（水）★　生命倫理について①

法政経学部　川瀬　貴之　准教授
第8回　6月3日（水）★　生命倫理について②

法政経学部　川瀬　貴之　准教授
講義室
 医薬系総合研究棟Ⅱ1階 薬学部創立120周年記念講堂

<No.1> Apr 8 (Wed)  (1) 17: 50-18: 35 (2) 18: 35-19: 20
(1) For Researchers handling of Pathogenic Microorganisms

-How to Prevent Accident-
Professor Katsuhiko Kamei, Medical Mycology Research Center
(2) Handling of Drugs and Reagents
Professor Itsuko Ishii, Director, Department of Pharmacy, Chiba
University Hospital
<No.2> Apr 15 (Wed)★ Research Ethics
Professor Masaomi Iyo, Chairman of the Ethics Review Committee
<No.3> Apr 22 (Wed) Academic Writing: How to Write a Research
Paper in English.
Ms. Melinda Hull, CACTUS Communications K.K.
<No.4> May 13 (Wed)★ Information Processing Methods and
Information Security
Professor Hiroshi Shirasawa, Information System Manager
<No.5> May 20 (Wed) Clinical Trial of Drugs
Professor Hideki Hanaoka, Director, Clinical Research Center,
Chiba University Hospital
<No.6> May 27 (Wed) The Intellectual Property (IP) in the fields of
Medicine, Pharmaceutical Sciences, and Biotechnology
Specially Appointed Lecturer, Yoko Shinagawa
Specially Appointed Lecturer, Junzo Koike
<No.7> Jun 3 (Wed)★ Bioethics ①
Associate Professor, Takayuki Kawase, Faculty of Law, Politics &
Economics
<No.8> Jun 3 (Wed)★ Bioethics ②
Associate Professor, Takayuki Kawase, Faculty of Law, Politics &
Economics
Venue: 120th Anniversary Memorial Lecture Hall (1F) in Medical &
Pharmaceutical Science Building II

目的・目標
／Objectives and Goals

【目標】

Subject【 Research Methodologies and Life Ethics 】科目名【医学薬学研究序説・生命倫理学特論】

In this subject, students are required to learn basic knowledge to
be independent researchers, so that they can acquire abilities to
find research topics and conduct research activities in conformity
with research ethics.

【Objectives】【目的】

医学・薬学並びに関連する専攻分野において、研究倫理に則り自
ら研究課題を設定し、自立した研究活動を行う能力を修得するた
めの基礎となる知識を身につける。
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科目責任者
/Organizer：

金田篤志/Atsushi Kaneda 　　単位/Credit： 2 実施時期/Conducted：
T1-3（Term1st-3rd）火曜日
（Tuesday）I 時限（1st period)

授業計画・授業内容
／Course Plans and
Contents

授業外学習
／Self Study

キーワード
／Keywords

教科書・参考書
／
Textbooks/Reference
Books

評価方法・基準
／Evaluation
Procedures and
Criteria

各回講義後の小テスト/レポートで評価する。
Evaluation: examination/report for each lecture.

本講義で取り扱っている内容は，医学の基礎であり，正確な理
解が求められるとともに，受講者が将来必ず必要とする内容で
ある。そのため，各回終了後には講義プリントをくりかえし復習
し，自分のものとすること。

Writing a report may be required after the lecture.

脳、神経、生殖器、血液、血管、心臓、肺、腎、消化管、肝臓、膵
臓、内分泌、代謝

Brain, Nervous System, Reproductive System, Blood, Blood
Vessels, Heart, Lung, Kidney, Gut, Liver, Pancreas, Endocrine,
Metabolism

講義に際して資料を配布する。 Handouts are provided for each lecture when necessary.

【Goals】

受講者は次の事項を実行できることを目標とする。
・ヒトの主要な臓器について理解する。
・解剖学，生理学の基礎的系統的な知識を身につける。

GIO (General Instructional Objective): students are expected to be
able to understand human major organs.
SBO (Specific Behavioral Objective): students shall explain the
basic knowledge of human anatomy and physiology, which is
required for diseases and medicine.

授業テーマごとにオムニバス形式で講義を実施する。
（第1回4/7～第4回4/28に予定されていた脳・神経系１～４の授
業が延期となったため、第5回以降に組み込んで以下のように
行う。）

第5回　5/12（火）脳・神経系－４,５「脳の機能局在論」（山口教
授）
第6回　5/19（火）生殖器系－１「男性生殖器系」（市川教授）
第7回　5/26（火）消化器系－１「消化管」（金田教授）
第8回　6/2（火）循環呼吸器系－１「血液」（三村診療講師）
第9回　6/9（火）循環呼吸器系－２,3「血管－１,2」（粕谷准教授）
第10回　6/16（火）脳・神経系－１,3「脳・神経系総論」（斎藤教
授）
第11回　6/23（火）循環呼吸器系－４「心臓・肺・腎」（真鍋教授）
第12回　6/30（火）生殖器系－２「女性生殖器系」（生水教授）
第13回　7/7（火）消化器系－２「肝・膵」（瀧口教授）
第14回　7/14（火）代謝・内分泌系－１「内分泌細胞の細胞機
能」（田中教授）
第15回　7/21（火）代謝・内分泌系－２「代謝・内分泌系の生体
制御」（三木教授）
第16回　7/28（火）脳・神経系－２「形態形成，パターン形成」（古
関教授）

* Since lectures “Brain & Nervous System 1-4” due from Apr 7
through 28 are postponed, lectures after May 12 will be given as
below:
5)May 12 (Tue) Brain & Nervous System-4&5 “Localization of
brain function” (A. Yamaguchi)
6)May 19 (Tue) Reproductive System-1 “Male Reproductive
System” (T. Ichikawa)
7)May 26 (Tue) Digestive System-1 “Gut” (A. Kaneda)
8)June 2 (Tue) Circulatory & Respiratory System-1 “Blood” (N.
Mimura)
9)June 9 (Tue) Circulatory & Respiratory System -2&3 “Blood
Vessels-1&2: Structure & Function” (Y. Kasuya)
10) June 16 (Tue) Brain & Nervous System-1&3 “Functional
Anatomy” (T. Saito)
11)June 23 (Tue) Circulatory & Respiratory System -4 “Heart,
Lung & Kidney” (I. Manabe)
12)June 30 (Tue) Reproductive System-2 “Female Reproductive
System” (M. Shozu)
13)July 7 (Tue) Digestive System-2 “Liver & Pancreas” (M.
Takiguchi)
14)July 14 (Tue) Metabolism & Endocrine System-1 “Physiology of
the Endocrine Cells”(T. Tanaka)
15)July 21 (Tue) Metabolism & Endocrine System-2 “Regulation of
Metabolic and Endocrine Homeostasis”(T. Miki)
16)July 28 (Tue) Brain & Nervous System-2 “Morphogenesis &
Pattern Formation” (H. Koseki)

目的・目標
／Objectives and

Goals

Subject【Frontier Life Science】科目名【先端生命科学特論】

In the fields of medicine, pharmacy and related majors, students
are encouraged to understand the basic and systematic knowledge
for anatomy and physiology of human major organs to engage in
research and education as an independent and leading researcher.

【Objectives】【目的】

医学・薬学並びに関連する専攻分野において，自立的・指導的
な研究者として研究・教育に従事するための高い問題解決能力
を育成するため，ヒトの主要な臓器について，解剖学，生理学の
基礎的系統的な知識を身につける。
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科目責任者
/Organizer：

中島　裕史 　　単位/Credit： 2 実施時期/Conducted： T1-T2 水曜日(Wed)5時限(5thperiod)

目的・目標
／Objectives and 

Goals

【目標】

Subject【Special Lectures of Medical Science on Host Defense】科目名【　生体防御医学特論　】

The global threats of emerging and re-emerging diseases are growing, and 
at the same time, the detail mechanisms of host defense including 
immune system are being revealed in molecular and genetic level. In 
these special lectures, the mode of action of virulent factors and the 
mechanisms of host defense are introduced, and through the lectures, 
students will get a good motivation to start their medical research.

【Objectives】【目的】

新興、再興感染症が脅威となる一方で、免疫能を中心とする生体防御の機
構が分子、遺伝子のレベルで明らかにされてきている。本授業科目では、主
に医学・生命科学研究者を目指す学生を対象として、生体への侵襲と防御機
構を統一的に学ぶことにより、その基礎研究および応用に向けた研究能力を
習得する。

【Goals】

下記を参照 See below

授業計画・授業内容
／Course Plans and 

Contents

全1２回の講義からなり，授業テーマごとにオムニバス形式で講義を実施す
る。

1回（5/13）～2回（5/20）：白澤担当
ウイルスの構造・分類・進化
ウイルス粒子の対称性を理解し、ＲＮＡワールドから二本鎖
ＤＮＡへと進化した７種のゲノム様式を考察することができる。

非細胞性生物の複製・転写
核酸（ＲＮＡ，ＤＮＡ）上の情報を複製することと転写が同
等であることを基に、７種のゲノム様式を理解することができる。

3回（5/27）：中島担当
医原性免疫不全と日和見感染
　　膠原病をはじめとする多くの免疫疾患では、免疫抑制療法が
　　行われ、その結果、種々の日和見感染症が引き起こされる。
　　本講義では、近年の免疫抑制療法の特徴及びその危険性を議
　　論する。

4回（6/3）：彦坂担当
 寄生虫感染と宿主応答
内部寄生虫は単細胞生物（原虫）と多細胞生物（蠕虫）に分類　
することができる。ここでは、これら原虫および蠕虫感染時に
おける宿主免疫応答の違いを理解できるようにする。

5回（6/10）：亀井担当
　  感染機構から見た病原真菌の基礎とそれら感染症の臨床像
　　ヒト深在性真菌症の原因菌の性質と、それらに起因する疾患
　　に関連して、主に原因菌とホストの関係（感染機構）からみ
    た基礎的知見と感染の結果としての臨床像を解説する。

6回（6/17）：西城担当
   病原真菌に対する宿主防御機構
真菌感染防御には、自然免疫と獲得免疫の両方が重要な役割を果たす。本
講義では、真菌の認識機構やそこから誘導される獲得免疫機構などの分子
機構について紹介する。

7回（6/24）：幡野担当
ワクチンの作用メカニズム
ジェンナーの種痘法発見に始まるワクチンの仕組みの解明の歴史は、免疫
学研究の歴史でもある。ここでは、ワクチンの仕組みを分かり易く解説するこ
とにより、リンパ球による獲得免疫系の仕組みを理解出来るようにする。

8回（7/1）：幡野担当
発生工学の生体防御医学研究への応用
　　発生工学的手法の開発により生体防御反応にかかわる分子の
機能が個体レベルでわかるようになった。遺伝子改変マウス
の作製法とそれらを用いた個体レベルでの生体防御機構の解
析法について紹介する。

9回（7/8）：清水担当
細菌の病原因子とその作用メカニズム
　　種々の細菌毒素の作用メカニズムを分子レベルで解説する。
　　特に毒素の持つ種々の酵素活性がG蛋白を中心とした生体
　　内情報伝達系にどのような撹乱を引き起こすのかを詳しく紹
介する。

10回（7/15）：八尋担当
　細菌の病原因子の制御法
　　種々の細菌毒素の制御法を分子レベルで解説する。特に毒素
　　の持つ種々の酵素活性をどのようにして制御するのかを詳し
く紹介する。生体に入った毒素に対する新しい制御法も紹介する。

11回（7/22）：米山担当
抗ウイルス自然免疫の分子機構
高等脊椎動物におけるウイルス感染に対する生体防御は、自然免疫と獲得
免疫両者によって制御されているが、ここでは、自然免疫におけるウイルス
核酸検知とそれによって誘導されるI型インターフェロンを含めた抗ウイルス
生体防御機構について解説する。

Lecture 1（5/13）～2（5/20） : By Prof. H. Shirasawa
The structure, classification and evolution of viruses
    Students can understand the symmetries of virions, and 
studying the seven types of viral genome, which evolved from an 
RNA ancestor.
The replication and transcription of non-cellular organisms
   Students can understand the replication of viral genomes from 
the view point that the transcription and the replication of RNA or 
DNA have the same mechanism.

Lecture 3（5/27）: By Prof. H. Nakajima
Immune suppression and opportunistic infection
Strategies and their risks of immunosuppression will be 
summarized.

Lecture  4（6/3） : By Assistant Prof. K. Hikosaka
Parasite infection and its immune response
 There are two main classes of parasites, protozoa and helminthes. 
In this lecture, differences of host immune responses to infection 
of each parasite will be discussed. 

Lecture   5（6/10） : By Prof. K. Kamei
Pathogenicity of fungi and their infections
The aim of this lecture is to learn human pathogenic fungi and their 
related diseases from the aspect of basic science and the clinical 
medicine. Medical mycology and host-fungus interaction will be 
discussed in the basic science section.

Lecture   6 （6/17）: By Associate Prof. S. Saijo
Host defense mechanisms against fungal infection
 Both innate and acquired immune responses are critical to the 
control of fungal infection. In this lecture, molecular mechanisms 
against fungal pathogens, including recognition of the microbes and 
activation of adaptive immune system, will be discussed.

Lecture   7（6/24） : By Prof. T. Hatano
Functional mechanisms of vaccination.
  A history of investigation of functional mechanisms of Vaccination 
discovered by Jenner is almost the same as that of immunological 
researches. Here, functional mechanisms of vaccination are plainly 
explained for understanding mechanisms of acquired immunity by 
lymphocytes.

Lecture   8（7/1） : By  Prof. M. Hatano
Application of genetically engineered mice to biomedical science
 Over past decade, it has become possible to make any mutation in 
the germline of mice by utilizing transgenic and gene targeting 
technology. Gene targeting in ES cells offers a powerful approach 
to study gene function in a mammalian organism. In this lecture, I 
will introduce basic gene targeting and transgenic technology and 
their application to infectious disease and immunology.

Lecture 9（7/8）: By Associate Prof. T. Shimizu
The bacterial virulent factors and the mode of action.
   The various effects of bacterial toxins on the G-protein-induced 
signal transduction and their mode of action are introduced.

Lecture 10 （7/15）: By Associate Prof. K. Yahiro
Regulation of bacterial virulent factors.
   The regulation of various bacterial toxins and the specific 
inhibitors of the toxins are introduced.

Lecture    11（7/22） : By Prof. M. Yoneyama
Anti-viral innate immunity.
  In higher vertebrates, defense against viral infection is regulated 
by both innate and acquired immunity.  Here, molecular machinery 
underlying anti-viral innate immunity, including recognition of viral 
infection and action of type I interferons, will be discussed.
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J272011AA Subject【Special Lectures of Medical Science on Host Defense】科目名【　生体防御医学特論　】

授業外学習
／Self Study

キーワード
／Keywords

教科書・参考書
／
Textbooks/Reference 
Books

評価方法・基準
／Evaluation 
Procedures and 
Criteria

各回終了後には講義ノートをくりかえし復習し，自分のものとすること。 After each lecture, review the lecture notes

感染症、免疫学、病原体 Infection, Immunology, Pathogen

12回（7/29）：中山担当
　免疫システムの成り立ち
免疫システムの成立に関して解説する。自然免疫、獲得免疫
系に関与する細胞の機能、作用機能分子群の解説を行う。
　免疫システムの破綻と疾患
　　免疫システムが破綻した場合におこる、疾患（自己免疫疾患、アレル
ギー、癌など）の発症機構、臨床研究に関して解説する。

Lecture 　12（7/29）: By Prof. T. Nakayama
Development of Immune System
Development of T and B　lymphocytes, Functional Molecules that 
Regulate Immune Responses.
Immune Disease
Allergy, Autoimmune Diseases, Cancer, Infectious Diseases. 
Therapeutic Strategy and Ongoing Clinical Trials for Cancer.

出席状況、テスト、レポート等で総合的に判断する。 Judged by attendance, examination, reports, etc.

適宜、参考書を紹介し、ハンドアウト等を配布する。 Reference books are shown, and handouts provided when required.
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J271031AA

科目責任者/Organizer： 石井伊都子 　単位/Credit： 2 実施時期/Conducted：
T1-2（Term 1st-2nd） 火曜日（Tuesday）
II 時限（2nd period）

授業計画・授業内容
／Course Plans and
Contents

授業外学習
／Self Study

キーワード
／Keywords

教科書・参考書
／Textbooks/Reference
Books

評価方法・基準
／Evaluation Procedures
and Criteria

目的・目標
／Objectives and Goals

【目標】

Subject【Pharmacotherapy Informatics】科目名【薬物療法情報学特論】

Recently it has been recognized that the most appropriate and
personalized pharmacotherapy should be selected for each
patient. In this subject, the master course students who are
willing to work in the field of medical care learn
pharmacogenetic factors responsible for variability in drug
response.

【Objectives】【目的】

疾病に対する薬物療法は、個⼈個⼈に会ったテーラーメイドの
薬物療法が求められるようになってきている。本授業科⽬で
は、主に医療と社会とのコーディネーターを⽬指す学⽣を対象
として、薬物療法を遺伝的背景･情報を加味した⽣体反応のレ
ベルで学ぶことにより、これらの知識を社会に還元できる能⼒
を習得する。

各回講義後の⼩テスト、レポート等で総合的に判断する。
・各講義での⼩テスト 9０％
・最終レポート 1０％

オムニバス形式で開講するため、個別のフィードバックは実施
しない。

Evaluation:
・ Test in each lecture is 90%
・ Final report  is  10%

No individual feedback will be provided becouse this class will
be offered in omnibus format.

本講義は薬物治療のおける基礎であり、正確な理解が求められ
る。そのため、受講者は各回終了後に講義プリントを繰り返し
復習すること。

This class is the foundation of drug treatment and requires accur

薬物療法, 、医薬品情報、薬物の作⽤・副作⽤、薬物動態学
Pharmacotherapy, drug information, drug action & side effects,
pharmacokinetics

看護の基礎科学７「薬とのかかわり︓臨床薬理学」⽇本看護協
会出版会(参考書）、
「臨床薬物動態学」加藤隆⼀著 南江堂（参考書）

Reference reading will be suggested, and handout are provided.

【Goals】

受講者は次の事項を実⾏できることを⽬標とする。
・薬物の作⽤の発現機構を含めた薬⼒学の基本的概念の理解
・薬物動態理論の実践と個別化医療
・循環器疾患、呼吸器疾患、消化器・肝疾患、アレルギー・⾃
⼰免疫疾患、がんの薬物治療の基礎的理解
・複合薬物としての和漢薬への理解

GIO (General Instructional Objective): students will be expected to be
able to understand as follows;
・Basic concept of pharmacodynamics and the process of drug
development.
・Practical Pharmacokinetics and personalized medicine.
・Pharmacological treatment of cardiovascular diseases, respiratory
diseases, mental disorders, gastroenterology and hepatology, allergic
diseases and autoimmune diseases, cancer and Kampo (herbal)

第１回  5/12 (⽕) 薬物療法情報学序論 (⽯井教授）
第2回  5/12 (⽕) 薬物動態の基礎理論 (⽯井教授）
第3回  5/19 (⽕) 精神疾患の薬物療法 (伊豫教授）
第4回  5/26 (⽕) 薬物動態理論の実践 (鈴⽊講師）
第5回  6/2 (⽕) 循環器疾患の薬物療法 (宮内講師）
第6回  6/9 (⽕) 呼吸器疾患の薬物療法 (巽 教授）
第7回 6/16(⽕) 薬物の作⽤と受容体(橋本准教授）
第8回 6/23(⽕) 消化器・肝疾患の薬物療法 (加藤准教授）
第9回  6/27(⼟) 患者遺伝⼦情報の薬物療法への活⽤ (鈴⽊講
師）
第10回 6/30(⽕) アレルギー・⾃⼰免疫疾患の薬物治療 (中島
教授）
第11回 7/7 (⽕) 和漢薬療法（並⽊准教授）
第12回 7/14(⽕) がんの薬物療法 (滝⼝教授）
第13回 7/21 (⽕) 薬物の主作⽤と副作⽤の機序(橋本准教授）
第14回 7/28(⽕)  臨床検査値を⽤いた個別化医療 (⽯井教
授）
第15回 7/28(⽕) 総論・まとめ (⽯井教授）

 1) 1)May12 (Teu) Introduction of pharmacotherapy and drug infomation
(Ishii)
2) May12 (Teu) Fundamental pharmacokinetics (Ishii)
3) May19 (Teu) Pharmacological treatment of mental disorders (Iyo)
4) May26 (Teu) Practical pharmacokinetics (Suzuki)
5) Jun2 (Teu) Pharmacological treatment of cardiovascular diseases
(Miyauchi)
6) Jun9 (Teu) Pharmacological treatment of respiratory diseases (Tatsumi)
7) Jun16 (Teu) Drug-receptor interactions and drug effects (Hashimoto)
8) Jun23 (Teu) Pharmacological treatment in the field of gastroenterology
and hepatology (Kato)
9) Jun27 (Sat) Use of genetic information on medication (Suzuki)
10) Jun30 (Teu) Medication for allergic diseases and autoimmune diseases
(Nakajima)
11) Jul7(Teu) Pharmacological treatment by Kampo (herbal) medicines
(Namiki)
12) Jul14 (Teu) Cancer chemotherapy (Takiguchi)
13) Jul21 (Teu) Personalized medicine using laboratory data (Ishii)
13) Jul28 (Teu) Overview of drug infomation and pharmacotherapy (Ishii)
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Subject  (Organizer)  (Tomoaki Tanaka) 
Clinical genetics: basic principles and application to medicine and legal medicine  

Credit  Monday I 1st period  
Conducted  

1 2 Term1,2  
Lecturers  

Tomoaki Tanaka Molecular Diagnosis  (Ext) 5450  
Hirotaro Iwase Legal Medicine  (Ext) 5220  

Akihiro Sekine Center for Preventive Medical Sceience  (Ext) 5207  
Yoshihiro Onouchi Public Health  (Ext) 5202  

Satoshi Inoue ( ) 
 (Ext) 5450  

Eiryo Kawakami AI medicine  (Ext) 7960  
Molecular Diagnosis  (Ext) 5450  

Seiichiro Higuchi Molecular Diagnosis  (Ext) 5450  
Kazuyuki Matsushita Laboratory Medicine  (Ext)  6200  

Motoi Nishimura Laboratory Medicine  (Ext) 6203  

Objectives  
Virtually any disease is the result of the combined 
action of genes and environment, but growing 
evidence indicates the increasing roles of the latter. 
Consequently, genetics and genetic tests are closely 
related to any field of clinical medicine as well as legal 
medicine.  
Goals  
But, one should be aware of ethical issues in dealing 
with genetics-related private matters.  In this course, 
you are supposed to learn the genetic perspectives on 
health, disease and legal medicine in multidisciplinary 
ways. 

1-4
(4/6 4/20) (4/27 5/11) 

5-11
 (4/13) (5/18) (5/25) (6/1)

(6/8) (6/15) (6/22) 

 (1)(2) 

( ) /

Course Plans and Contents  

4/6 4/20 Yoshihiro Onouchi  
4/27 5/11 Akihiro Sekine 

Introduction of medical genetics 
Mendelian inheritance, clinical cytogenetics,  
mitochondria disease, multifactorial disease, 
genomic medicine 

4/13 Motoi Nishimura 
5/18 Tomoaki Tanaka 
5/25 Satoshi Inoue,  
6/1 Masataka Yokoyama , 
6/8 Kazuyuki Matsushita 
6/15 Eiryo Kawakami 
6/22 Seiichiro Higuchi, 

Guidelines for clinical genetics and bioethics 
Methods for gene analysis and genetic tests 
Basic principles of genetic counseling 
Practical aspects of genetic counseling (1)(2) 
Introduction of Genetics in Gerontology 

(Inoue)  
Genomics and Computational Science 

(Kawakami) 
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12-15  
(6/29 7/6 7/13 7/20) 

7/4 ( ) 

6/29 7/6 7/13 7/20: Hirotaro Iwase 
Introduction of forensic medicine 
Laws and guidelines in forensic medicine 
DNA paternity testing 
Personal identification 

Self study   

Keywords   

Textbooks/ Reference Books  Reference books 
are shown, and handouts provided when required.  

Evaluation Procedures Judged by 
attendance, examination, reports, etc.   

Remarks
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