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※　下記の科目の授業日程等詳細については、各授業担当教員に確認して下さい。

選択必修科目
（D）

特論 415040 前期 2

演習 415050 後期 2

実験 415055 通年 4

特論 415140 前期 2

感染症防御機構 演習 415150 後期 2

実験 415155 通年 4

特論 415200 前期 2

演習 415210 後期 2

実験 415215 通年 4

特論 415280 前期 2

演習 415290 後期 2

実験 415295 通年 4

特論 415300 前期 2

演習 415310 後期 2

実験 415315 通年 4

特論 415320 前期 2

演習 415330 後期 2

実験 415335 通年 4

特論 415340 前期 2

演習 415350 後期 2

実験 415355 通年 4

特論 415520 前期 2

演習 415530 後期 2

実験 415535 通年 4

特論 415560 前期 2

演習 415570 後期 2

実験 415575 通年 4

特論 415060 前期 2

演習 415070 後期 2

実験 415075 通年 4

特論 415580 前期 2

演習 415590 後期 2

実験 415595 通年 4

特論 415620 前期 2

演習 415630 後期 2

実験 415635 通年 4

特論 415680 前期 2

演習 415690 後期 2

実験 415695 通年 4

特論 415700 前期 2

演習 415710 後期 2

実験 415715 通年 4

特論 415770 前期 2

演習 415771 後期 2

実験 415772 通年 4

特論 415830 前期 2

演習 415831 後期 2

実験 415832 通年 4

特論 415840 前期 2

演習 415841 後期 2

実験 415842 通年 4

分子神経化学 大塚　稔久

担当教員区分 授業科目名 科目コード 期別 単位

尾見　康博 教 授※1

数理科学 中本　和典 教　授

　　　　　　※1　教育学部の授業担当教員

教　授

知覚・認知神経科学 宇賀　貴紀 教　授

教育･文化心理学

応用免疫学 川村　龍吉 教　授

老年精神医学 鈴木　健文 教　授

細胞間コミュニケーション 姚　　　建 准教授

呼吸器病態学 副島　研造 教　授

脳神経外科学 木内　博之 教　授

シグナル伝達研究 中尾　篤人 教　授

分子遺伝疫学 山縣然太朗 教　授

前川　伸哉 特任教授

高次神経機能学 喜多村和郎 教　授

神経制御 北間　敏弘 准教授

令和４年度　博士課程人間環境医工学専攻（生体環境学コース）開講授業科目一覧表

血管生物学 井上　克枝 教　授

循環病態学 佐藤　明 教　授

森石　恆司 教　授

肝炎ウィルス病態学
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※　下記科目の授業日程等詳細については、各授業担当教員に確認して下さい。

特論 411180 前期 2

演習 411190 後期 2

実験 411195 通年 4

特論 411240 前期 2

演習 411250 後期 2

実験 411255 通年 4

特論 411380 前期 2

演習 411390 後期 2

実験 411395 通年 4

特論 411420 前期 2

演習 411430 後期 2

実験 411435 通年 4

特論 411440 前期 2

演習 411450 後期 2

実験 411455 通年 4

特論 411560 前期 2

演習 411570 後期 2

実験 411575 通年 4

特論 411580 前期 2

演習 411590 後期 2

実験 411595 通年 4

特論 411640 前期 2

演習 411650 後期 2

実験 411655 通年 4

特論 411680 前期 2

演習 411690 後期 2

実験 411695 通年 4

特論 411700 前期 2

演習 411710 後期 2

実験 411715 通年 4

特論 411740 前期 2

演習 411750 後期 2

実験 411755 通年 4

特論 411760 前期 2

演習 411770 後期 2

実験 411775 通年 4

特論 411780 前期 2

演習 411790 後期 2

実験 411795 通年 4

特論 411870 前期 2

演習 411871 後期 2

実験 411872 通年 4

特論 411900 前期 2

演習 411901 後期 2

実験 411902 通年 4

特論 411910 前期 2

演習 411911 後期 2

実験 411912 通年 4

救急集中治療医学

循環分子病理学

消化器手術後の再建

婦人科腫瘍学

上気道粘膜免疫・アレルギー学

血液内科学

森口　武史 教　授

小児血液学 犬飼　岳史 教　授

授業科目名 科目コード 期別

市川　大輔 教　授

内視鏡治療学 三井　貴彦 教　授

放射線腫瘍学 大西　　洋 教　授

桐戸　敬太 教　授

範　　江林 教　授

下部尿路機能障害 三井　貴彦 教　授

心臓血管外科学 中島　博之 教　授

端　　晶彦 准教授

運動器官再建術 波呂　浩孝 教　授

顎口腔領域再建術 上木耕一郎

櫻井　大樹 教　授

分子生殖医学

単位

教　授

微小神経電図法

教　授

選択必修科目

令和４年度　博士課程先進医療科学専攻　開講授業科目一覧表

平田　修司 教　授

担当教員

外科的画像診断学

新藤　和雅 准教授

中島　博之

区分
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※　下記の科目の授業日程等詳細については、各授業担当教員に確認して下さい。

選択必修科目 特論 412220 前期 2

演習 412230 後期 2

実験 412235 通年 4

特論 412280 前期 2

演習 412290 後期 2

実験 412295 通年 4

特論 412300 前期 2

演習 412310 後期 2

実験 412315 通年 4

特論 412340 前期 2

演習 412350 後期 2

実験 412355 通年 4

特論 412460 前期 2

演習 412470 後期 2

実験 412475 通年 4

特論 412480 前期 2

演習 412490 後期 2

実験 412495 通年 4

概論及び特論 412520 前期 2

演習 412530 後期 2

実験 412535 通年 4

特論 412540 前期 2

演習 412550 後期 2

実験 412555 通年 4

特論 412560 前期 2

演習 412570 後期 2

実験 412575 通年 4

特論 412620 前期 2

演習 412630 後期 2

実験 412635 通年 4

特論 412640 前期 2

演習 412650 後期 2

実験 412655 通年 4

特論 412680 前期 2

演習 412690 後期 2

実験 412695 通年 4

特論 412700 前期 2

演習 412710 後期 2

実験 412715 通年 4

特論 412760 前期 2

演習 412761 後期 2

実験 412762 通年 4

特論 412770 前期 2

演習 412771 後期 2

実験 412772 通年 4

区分 授業科目名 科目コード 期別 単位 担当教員

川原　敦雄

構造生物学 小田　賢幸

細胞生化学 宮澤　恵二 教　授

生化学第２

応用医療統計学 西郷　達彦

教　授

発生遺伝学

齋藤　正夫 教　授

教　授

臨床研究の実際

小泉　修一

神経細胞生物学 篠原　良章 教　授

教　授

法医学 安達　　登

准教授

岩崎　　甫 教　授

小口　敏夫 教　授

准教授

自律神経統合

血液遺伝学

非線形解析学

神経薬理学

秋山　真治 教　授

製剤設計学

教　授

呼吸循環学 小口　健史

令和４年度　博士課程生体制御学専攻　開講授業科目一覧表

三枝　岳志 講　師

麻酔管理法 松川　　隆

教　授

猩々　英紀 准教授
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