
「医学科」

講義名称 講義区分
単位数

授業時間数
所属 職名 代表教員 実務経験の内容

細胞生物学基礎 講義 2 生命科学講座（生物） 教授 平田　多佳子 医師

分子生物学基礎 講義 2 生命科学講座（生物） 教授 平田　多佳子 医師

生物学実習 実習 1 生命科学講座（生物） 教授 平田　多佳子 医師

基礎人体機能構造学 講義 2
解剖学講座

（生体機能形態学）
教授 宇田川　潤 医師

代謝生化学 講義 46
生化学・分子生物学講座

（分子生理化学部門）
教授 縣　保年 医師

代謝生化学実習 実習 18
生化学・分子生物学講座

（分子生理化学部門）
教授 縣　保年 医師

核酸・病態生化学 講義 52
生化学・分子生物学講座

（分子病態生化学部門）
教授 扇田　久和 医師

核酸・病態生化学実習 実習 18
生化学・分子生物学講座

（分子病態生化学部門）
教授 扇田　久和 医師

神経科学 講義 60 生理学講座（統合臓器生理学） 教授 等　　誠司 医師

神経解剖学 講義・実習 50
解剖学講座

（生体機能形態学）
教授 宇田川　潤 医師

人体解剖学 講義・実習 202
解剖学講座

（生体機能形態学）
教授 宇田川　潤 医師

組織学 講義・実習 60
解剖学講座

（生体機能形態学）
教授 宇田川　潤 医師

臓器生理学Ⅰ 講義 32 生理学講座（統合臓器生理学） 教授 等　　誠司 医師

臓器生理学実習Ⅰ 実習 24 生理学講座（統合臓器生理学） 教授 等　　誠司 医師

薬理学 講義 60 薬理学講座 教授 西　英一郎 医師

薬理学実習 実習 42 薬理学講座 教授 西　英一郎 医師

再生医学 講義 28
生化学・分子生物学講座

（再生・修復医学部門）
准教授 寺島　智也 医師

病態発生学Ⅰ 講義 96 病理学講座（人体病理学） 教授 九嶋　亮治 医師

病態発生学Ⅱ 講義　 76
病理学講座

（疾患制御病理学部門）
教授 伊藤　靖 医師

腫瘍学 講義 36 臨床腫瘍学講座 教授 醍醐　弥太郎 医師

免疫学 講義 32
病理学講座

（疾患制御病理学部門）
教授 伊藤　　靖 医師

先端医科学 講義 28
生化学・分子生物学講座

（再生･修復医学）
准教授 寺島　智也 医師

再生医学実習 講義 16
生化学・分子生物学講座

（再生・修復医学部門）
准教授 寺島　智也 医師

診断学序論 講義 16 医学・看護学教育センター 教授 伊藤　俊之 医師

循環器系 講義 72 内科学講座（循環器内科） 教授 中川　義久 医師

呼吸器系 講義 52 内科学講座（呼吸器内科） 教授 中野　恭幸 医師

神経系 講義 50 内科学講座（脳神経内科） 教授 漆谷　真 医師

眼・視覚系 講義 40 眼科学講座 教授 大路　正人 医師

耳鼻・咽喉系 講義 46 耳鼻咽喉科学講座 教授 清水　猛史 医師

歯科口腔系 講義 20 歯科口腔外科学講座 教授 山本　学　 歯科医師

滋賀医科大学　実務経験のある教員等による授業科目



精神系 講義 50 精神医学講座 教授 尾関　祐二 医師

血液と造血臓器系 講義 50 内科学講座（消化器内科） 教授 安藤　朗 医師

内分泌･代謝系 講義 52 内科学講座（糖尿病内分泌内科） 講師 藤田　征弘 医師

筋･骨格系 講義 52 整形外科学講座 教授 今井　晋二 医師

皮膚･結合組織系 講義 54 皮膚科学講座 教授 藤本　徳毅 医師

腎･尿路系 講義 50 泌尿器科学講座 教授 河内　明宏 医師

生殖系 講義 50 産科学婦人科学講座 教授 村上　節 医師

消化器系 講義 70 外科学講座（消化器外科） 教授 谷　眞至 医師

成長・発達系 講義 58 小児科学講座 教授 丸尾　良浩 医師

組織再建系 講義 16 形成外科学講座 講師 岡野　純子 医師

医療安全・感染対策系 講義 10
皮膚科学講座

(医療安全管理部　部長）
教授 清水　智治 医師

麻酔・緩和医療学 講義 32 麻酔学講座 教授 北川　裕利 医師

検査医学 講義 10 臨床検査医学講座 教授 九嶋　亮治 医師

放射線医療学 講義 20 放射線医学講座 教授 渡邉　嘉之 医師

救急・家庭医療学 講義 54 救急集中治療医学講座 教授 塩見　直人 医師

臨床診断学 講義 70 医学・看護学教育センター 教授 伊藤　俊之 医師

医療情報学 講義 24 医療情報部 教授 芦原　貴司 医師

公衆衛生学 講義 46 社会医学講座（公衆衛生学部門） 教授 三浦　克之 医師

社会医学フィールド実習 実習 98 社会医学講座（公衆衛生学部門） 教授 三浦　克之 医師

法医学 講義 60 社会医学講座（法医学） 教授 一杉　正仁 医師

保健医療と社会 講義 40 社会医学講座（法医学） 教授 一杉　正仁 医師

合計単位数 7

合計時間数 2238 2238÷45＝49.7≒50単位　　　総計：7+50＝57




