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・授業スケジュール

授業実施日 時
限 場所 所属 担当教員 授業

種別 授業内容 key word 授業課題

1 ６月28日㈭ Ⅲ 第三講
義室

形成外
科

三川信之 講義 形成外科学
総論・頭蓋
顎顔面外科
学・先天異
常学・難治
性潰瘍

形成外科の歴史，顔面解剖，顔
面形態異常，体表先天異常，褥
瘡，難治性潰瘍

配布プリン
ト参照

2 ６月29日㈮ Ⅲ 第三講
義室

皮膚科 松江弘之 講義 皮膚の構造
と機能／発
疹の性状，
診断および
治療

基底層 （基底細胞層），有棘層
（有棘細胞層），顆粒層 （顆粒
細胞層），角層 （角質細胞層），
表皮基底膜，角化細胞間の接
着，ケラチン，メラノサイトの
携帯と分布，メラニンの機能，
Langerhans細胞，Merkel細胞，
膠原線維，弾性繊維，線維芽
細胞，組織球，肥満（マスト）
細胞，血管，リンパ管，神経
系表皮肥厚（表皮過形成），不
全角化（錯角化），異常角化
（異角化，個細胞角化），海面
状態（表皮細胞間浮腫），棘融
解，水疱，膿疱，液状変性（空
胞変性・水腫性変化），肉芽腫，
巨細胞，脂肪織炎，紅斑，紫斑，
丘疹，結節・腫瘤，水疱，膿
疱，嚢腫，膨疹・蕁麻疹，萎
縮，鱗屑，痂皮，胼胝，鶏眼，
瘢痕・ケロイド，びらん，潰瘍，
アフタ（アフタ性潰瘍），白板
症，ざ瘡，面皰，紅皮症，リ
ベド（皮斑）・網状皮斑，膿痂
疹，魚鱗癬，硬化，Nikolsky現
象，Köbner現象，Darier徴候，
Auspitz現象，針反応，皮膚描
記症（皮膚描記法），問診，視
診・触診

１章：皮膚
の構造と機
能，２章：
皮膚病理組
織学，４章：
発疹学，５
章：診断学

3 ７月３日㈫ Ⅰ 第三講
義室

形成 秋田新介 講義 頭 頸 部 再
建，四肢再
建・皮弁・
微小血管吻
合，リンパ
浮腫

皮弁を用いた頭頸部再建・四
肢再建，微小血管吻合の基礎
と臨床，リンパ浮腫の病態生
理と治療

配布プリン
ト参照
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授業実施日 時
限 場所 所属 担当教員 授業

種別 授業内容 key word 授業課題

4 ７月３日㈫ Ⅱ 第三講
義室

皮膚科 島田眞路 講義 紫外線と皮
膚

皮膚小血管性血管炎，IgA血
管 炎（Henoch-Schönlein紫 斑
病），結節性多発動脈炎，顕微
鏡的多発血管炎，好酸球性多
発血管炎性肉芽腫症（Churg-
Strauss症候群），多発血管炎性
肉芽腫症（Wegener肉芽腫症），
側頭動脈炎，Behçet病，川崎
病，壊疽性膿皮症，Buerger病，
血栓性静脈炎，血小板減少性
紫斑病，クリオグロブリン血
症，老人性紫斑，単純性紫斑，
閉塞性動脈硬化症，糖尿病性
壊疽，Raynaud現象，Raynaud
病，慢性静脈不全，リベド，
皮斑，毛細血管拡張性（小脳）
失調症，全身性エリテマトー
デス，円板状エリテマトーデ
ス，全身性強皮症，皮膚筋炎，
混合性結合組織病，抗リン脂
質抗体症候群，Sjögren症候群，
再発性多発軟骨炎，関節リウ
マチ，成人Still病，若年性特
発性関節炎，反応性関節炎

５章：診断
学，13章：
光線性皮膚
疾患

5 ７月４日㈬ Ⅰ 第三講
義室

皮膚科 若林正一
郎

講義 乾癬・角化
症

尋常性魚鱗癬，X連鎖性劣性
魚鱗癬，Unna-Thost型掌蹠角
化症，Darier病，乾癬，類乾癬，
扁平苔癬，Gibertばら色粃糠
疹，経眼，胼胝，黒色表皮腫

15章：角化
症

6 Ⅱ 第三講
義室

皮膚科 松澤高光 講義 感 染 症 ２
（真菌症・
抗酸菌・性
感染症）

足白癬，爪白癬，手白癬，体
部白癬，股部白癬，頭部白
癬，Celsus禿瘡，カンジダ性
間擦疹，カンジダ性指間びら
ん症，癜風，スポロトリコーシ
ス，黒色真菌症，皮膚アスペル
ギルス症，皮膚クリプトコッカ
ス症，皮膚ムコール症，皮膚腺
病，尋常性狼瘡，硬結性紅斑，
Mycobacterium marinum感染症，
ハンセン病，梅毒

25章：真菌
症，26章：
抗酸菌感染
症，27章：
性感染症
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授業実施日 時
限 場所 所属 担当教員 授業

種別 授業内容 key word 授業課題

7 ７月４日㈬ Ⅲ 第三講
義室

皮膚科 山本洋輔 講義 色 素 異 常
症・代謝異
常 症， 真
皮・皮下脂
肪組織の疾
患

眼皮膚白皮症，尋常性白斑，
Sutton母斑，Vogt・小柳・原
田病，Addion病，ALアミロ
イドーシス，透析アミロイ
ドーシス，浮腫性硬化症，汎
発性粘液腫種，脛骨前粘液水
腫，毛包性ムチン沈着症，腱
黄色腫，眼瞼黄色腫，亜鉛欠
乏症候群，ヘモクロマトーシ
ス，Menkes病，ペラグラ，ビ
オチン欠乏症，壊血病，急性
間欠性ポルフィリン症，晩発
性皮膚ポルフィリン症，糖尿
病性壊疽，糖尿病性浮腫性硬
化症，Dupuytren拘縮，痛風
結節，フェニルケトン尿症，
Werner病，サルコイドーシス，
環状肉芽腫，Ehlers-Danlos病，
Marfan症候群，弾性線維性仮
性黄色腫，結節性紅斑，硬結
性紅斑

16章：色素
異常症，17
章：代謝異
常 症，18
章：真皮・
皮下脂肪組
織の疾患

8 ７月５日㈭ Ⅰ 第三講
義室

皮膚科 中野倫代 講義 湿疹・皮膚
炎・薬疹

軟膏，クリーム，ステロイド
（副腎皮質ステロイド），免疫抑
制薬，抗真菌薬，活性型ビタ
ミンD3，急性湿疹，慢性湿疹，
接触皮膚炎，アトピー性皮膚
炎，脂漏性皮膚炎，貨幣状湿
疹，自家感作性皮膚炎 , パッチ
テスト（貼布試験），スクラッ
チテスト，プリックテスト，皮
内反応１（Ⅰ型アレルギー検
査），皮内反応２（Ⅱ型アレル
ギー検査），光パッチテスト（光
貼布試験），接触皮膚炎，多形
紅斑，Stevens-Johnson症候群，
Sweet症候群，遠心性環状紅
斑，湿疹性紅皮症，薬剤性紅
皮症，乾癬性紅皮症，腫瘍（随
伴）性紅皮症，固定薬疹，中
毒性表皮壊死症，薬剤性過敏
症症候群，移植片対宿主病

５ 章： 診
断 学， ６
章A：外用
療 法， ７
章：湿疹・
皮膚炎，９
章：紅斑・
紅皮症，10
章：薬疹と
GVHD



─ 95 ─

授業実施日 時
限 場所 所属 担当教員 授業

種別 授業内容 key word 授業課題

9 ７月５日㈭ Ⅱ 第三講
義室

皮膚科 松岡悠美 講義 蕁麻疹・感
染症１（ウ
イルス・細
菌）

蕁麻疹，血管性浮腫，慢性痒
疹，汎発性皮膚そう痒症，免疫
システムと反応様式，単純ヘル
ペスウイルス感染症，水痘，帯
状疱疹，尋常性疣贅，尖圭コン
ジローム，伝染性軟属腫，麻疹，
風疹，突発性発疹，伝染性紅斑，
手足口病，伝染性単核球症，後
天性免疫不全症候群，伝染性
膿痂疹，丹毒，蜂窩織炎，毛包
炎（毛嚢炎），癤・癰，ブドウ球
菌性熱傷様皮膚症候群，壊死性
筋膜炎，ガス壊疽，敗血症，猫
ひっかき病，ノカルジア症，疥
癬，マダニ刺咬症，ライム病，
ツツガムシ（恙虫）症，クリー
ピング病，リンパ系フィラリア症

１章F：皮
膚の免疫機
構，８章：
蕁麻疹・痒
疹・皮膚そ
う痒症，23
章：ウイル
ス感染症，
24章：細菌
感染症，28
章：節足動
物などによ
る皮膚疾患

10 Ⅲ 第三講
義室

皮膚科 外川八英 講義 皮膚腫瘍 parallel pattern，comedo-like 
opening，multiple milia-like 
cysts，arborizing vessels，母斑
細胞性母斑，境界母斑，複合
母斑，真皮内母斑，巨大先天
性色素性母斑，太田母斑，脂
腺母斑，カフェオレ斑，神経
線維腫症１型，神経線維腫症
２型，結節性硬化症，Peutz-
Jeghers症候群，色素失調症，
Sturge-Weber症候群，遺伝性
出血性毛細血管拡張症，脂漏
性角化症，汗孔角化症，類表
皮嚢腫，毛巣洞，基底細胞
癌，有棘細胞癌，光線角化症，
Bowen病，白板症，ケラトア
カントーマ，乳房外Paget病，
悪性黒色腫

３章：ダー
モスコピー，
20章：母斑
と神経皮膚
症候群，21
章：皮膚の
良 性 腫 瘍
（上皮系腫
瘍），22章：
皮膚の悪性
腫瘍（上皮
系腫瘍と悪
性黒色種）
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授業実施日 時
限 場所 所属 担当教員 授業

種別 授業内容 key word 授業課題

11 ７月６日㈮ Ⅳ 第三講
義室

皮膚科 松江弘之 講義 水疱症・間
葉系腫瘍・
悪性リンパ
腫

単純型表皮水疱症，接合部型
表皮水疱症，栄養障害型表皮
水疱症，尋常性天疱瘡，落葉
状天疱瘡，水疱性類天疱瘡，
後天性表皮水疱症，Duhring
疱疹状皮膚炎，掌蹠膿疱症
幼児血管腫，化膿性肉芽腫，
Kasabach-Merritt症候群，グロ
ムス腫瘍，毛細血管奇形，ク
モ状血管拡張，リンパ管奇形，
皮膚線維種，肥厚性瘢痕およ
びケロイド，脂肪腫，肥満細
胞症，Merkel細胞癌，隆起
性皮膚線維肉腫，悪性穿刺性
組織球腫，血管肉腫（脈管肉
腫），Kaposi肉腫，Langerhans
細胞組織球症，菌状息肉症，
Sezary症候群，成人T細胞白
血病／リンパ腫，節外性NK/
T細胞リンパ腫・鼻型，種痘
様水疱症様リンパ腫，原発性
皮膚ろ胞中心リンパ腫，原発
性皮膚びまん性大細胞型，多
発性骨髄腫

14章：水疱
症・ 膿 疱
症，21章：
皮膚の良性
腫瘍（間葉
系 腫 瘍 ），
22章：皮膚
の 悪 性 腫
瘍（間葉系
腫瘍，悪性
リンパ腫お
よび類縁疾
患）

12 ７月９日㈪ Ⅳ 第三講
義室

形成 窪田吉孝 講義 創 傷 治 癒
学，再生医
療，熱傷，
顔面外傷，
乳房再建

創傷治癒のメカニズム，体表の
細胞を用いた再生医療，熱傷病
態生理，熱傷深達度，熱傷治療，
顔面外傷，顔面骨骨折，乳房再
建概要

配布プリン
ト参照

13 ７月17日㈫ Ⅱ IT室 　 　 試験 　 　 　


