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履修方法及び履修登録について 
 

①  履修登録は学生ポータルで行ってください。登録について、簡易な手順と、

授業コード一覧を Moodle に掲載しますので、参照してください。 

 

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・修了年度以

外の学生が発表論述方法を登録・他研究室の個別領域科目の誤登録 

 

④  「プレゼンテーションセミナー中級・上級」及び「実践英語」については、

受講者数に制限があります。履修登録はせず、後日 Moodle にて募集がある

ので、受講希望者はその時に申込みをしてください。また、希望しても必ず

受講できるとは限りませんので、受講出来なかった場合の科目も考慮してく

ださい。受講可能かどうかについては、選考のうえ、後日通知します。 

 

⑤ がんプロ科目は履修登録のほか、がんプロ e-learning の受講登録が必要で

す。手続きと必要書類については、Moodle に掲載します。 

 

 

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。

J280001AA
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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：

T4(Term-4th)
講義室：大カンファレンスルーム
　　　　　　（医学部本館2階）

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

Presentations seminar for Chiba University: Intermediate
（ベルリッツ　オリジナル教材）

Presentations seminar for Chiba University: Intermediate
(Berlitz original textbook)

最終プレゼンテーション等で総合的に判断する。 Judged by final presentation

＜第1回＞10/13（火）Ⅲ限： 効果的にコミュニケーションする方法
　-効果的な言葉の使い方、発声の仕方、体の使い方
＜第2回＞10/13（火）Ⅳ限： プレゼンテーションを開始する
　-自己紹介、プレゼンテーショの説明、アウトラインの紹介
＜第3回＞10/20（火）Ⅲ限： プレゼンテーションの本論を展開する
　-プレゼンテーションの開始、意見の繋ぎ方、次項目への移行
＜第4回＞10/20（火）Ⅳ限：　プレゼンテーションの結び
　-プレゼンテーションの要約、開始との対照、聴衆への謝意
＜第5回＞10/27（火）Ⅲ限： 質疑応答に対応する
　-聴衆への質問誘導、質問への回答、問題への対処
　-質問への回答、質問への答えの確認
＜第6回＞10/27（火）Ⅳ限： 質疑応答に対応する
　-聴衆への質問誘導、質問への回答、問題への対処
　-質問への回答、質問への答えの確認
＜第7回＞11/10（火）Ⅲ限： 最終プレゼンテーション
　-自分が選んだトピックを基にプレゼンテーションを実施。クラス
　メイトは聴衆者として参加し、Q&Aタイムでは質問をする。その
　後プレゼンターへ前向きで建設的なフィードバックをする。
  この最終講義において自身の成果を再認識・評価出来る。
＜第8回＞11/10（火）Ⅳ限： 最終プレゼンテーション
　-自分が選んだトピックを基にプレゼンテーションを実施。クラス
　メイトは聴衆者として参加し、Q&Aタイムでは質問をする。その
　後プレゼンターへ前向きで建設的なフィードバックをする。
  この最終講義において自身の成果を再認識・評価出来る。

＜No.1＞Oct 13（Tue）Ⅲperiod︓Communicating Effectively
 -Using language, your voice and your body effectively
＜No.2＞Oct 13（Tue）Ⅳperiod︓Opening A Presentation
 -Starting the purpose of your presentation and your outline
＜No.3＞Oct 20（Tue）Ⅲperiod︓Delivering the Body of a Presentation
 -Connecting your ideas, moving on to the next point
＜No.4＞Oct 20（Tue）Ⅳperiod︓Closing A Presentation
 -Summarizing your presentation, mirroring the opening
＜No.5＞Oct 27（Tue）Ⅲperiod︓Conducting a Q/A Session
 -Inviting questions from the audience, answering the questions
 -Responding to  the questions, confirming that you have answered
＜No.6＞Oct 27（Tue）Ⅳperiod︓Conducting a Q/A Session
 -Inviting questions from the audience, answering the questions
 -Responding to  the questions, confirming that you have answered
＜No.7＞Nov 10（Tue）Ⅲperiod  ︓Final Presentation
 -You will deliver a presentation on a topic of your choice.  Your classmates will
participate as the audience, and ask you questions in the Q&A. You will be able
to recognize and evaluate your achievements in this course through your work
in these final lessons.
＜No.8＞Nov 10（Tue）Ⅳperiod  ︓Final Presentation
 -You will deliver a presentatiion on a topic of your choice.  Your classmates
   will participate as the audience, ask you questions in Q&A.  You will be
  able to recognize and evaluate your achievements in this course through
  your work in these final lessons.

講義前にしっかりと教科書に目を通し、内容を理解しておくことが重
要。講座終了後は何度も復習し、また自身の研究やプレゼンにどう
反映させるか、適応できるか、シミュレーションすることを勧める。

Reading the textbook carefully before the lesson.
Contemplate the contents of the session and how they relate to you
and your reserch activities after the lesson.

プレゼンテーション
英語による授業

Presentations
Lessons will be held in English.

科目名【　プレゼンテーションセミナー中級 １　】 Subject【　　Presentation Seminar / Intermediate １　】

目的・目標
／Objectives and Goals

【目的】 【Objectives】
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、
プレゼンテーション力を身につける。

In the fields of medicine, pharmacy and related majors, acquire the
presentation skills to take the ability to perform independent research
activities and set independent research activities in accordance with
research ethics.

【目標】 【Goals】
このコースでは、効果的で記憶に残る英語プレゼンテーションの方
法を学習し、実践出来ることを目標とする。 プレゼンテーションの構
成に関して学ぶだけではなく、プレゼンテーション本来の目的を達成
するために不可欠なテクニックと言語スキルの習得を目的とする。ま
たプレゼンターとしてだけでなく聴衆メンバー側としても参加する体
験を通し、プレゼンテーション内容に関する質疑応答を円滑に行う技
術もあわせて学習する。

In this course, you will learn how to deliver an effective and
memorable English presentation. Not only will you learn about the
structure of a presentation, but you will also obtain the essential
techniques and language skills needed to achieve your presentation
goals. In addition, you will participate in the course both as a
presenter and as an audience member, giving you the opportunity to
practice asking and responding to questions smoothly.
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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：

T4(Term 4th)
講義室：大カンファレンスルーム（医学部
本館2階）

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

科目名【　プレゼンテーションセミナー中級 ２　】 Subject【　Presentation Seminar / Intermediate 2　】

目的・目標
／Objectives and Goals

【目的】 【Objectives】
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、
プレゼンテーション力を身につける。

In the fields of medicine, pharmacy and related majors, acquire the
presentation skills to take the ability to perform independent research
activities and set independent research activities in accordance with
research ethics.

【目標】 【Goals】
このコースでは、効果的で記憶に残る英語プレゼンテーションの方
法を学習し、実践出来ることを目標とする。 プレゼンテーションの構
成に関して学ぶだけではなく、プレゼンテーション本来の目的を達成
するために不可欠なテクニックと言語スキルの習得を目的とする。ま
たプレゼンターとしてだけでなく聴衆メンバー側としても参加する体
験を通し、プレゼンテーション内容に関する質疑応答を円滑に行う技
術もあわせて学習する。

In this course, you will learn how to deliver an effective and
memorable English presentation. Not only will you learn about the
structure of a presentation, but you will also obtain the essential
techniques and language skills needed to achieve your presentation
goals. In addition, you will participate in the course both as a
presenter and as an audience member, giving you the opportunity to
practice asking and responding to questions smoothly.

Presentations seminar for Chiba University: Intermediate
（ベルリッツ　オリジナル教材）

Presentations seminar for Chiba University: Intermediate
(Berlitz original textbook)

最終プレゼンテーション等で総合的に判断する。 Judged by final presentation

＜第1回＞10/16（金）Ⅲ限： 効果的にコミュニケーションする方法
　-効果的な言葉の使い方、発声の仕方、体の使い方
＜第2回＞10/16（金）Ⅳ限： プレゼンテーションを開始する
　-自己紹介、プレゼンテーショの説明、アウトラインの紹介
＜第3回＞10/23（金）Ⅲ限： プレゼンテーションの本論を展開する
　-プレゼンテーションの開始、意見の繋ぎ方、次項目への移行
＜第4回＞10/23（金）Ⅳ限： プレゼンテーションの結び
　-プレゼンテーションの要約、開始との対照、聴衆への謝意
＜第5回＞11/6（金）Ⅲ限： 質疑応答に対応する
　-聴衆への質問誘導、質問への回答、問題への対処
　-質問への回答、質問への答えの確認
＜第6回＞11/6（金）Ⅳ限： 質疑応答に対応する
　-聴衆への質問誘導、質問への回答、問題への対処
　-質問への回答、質問への答えの確認
＜第7回＞11/13（金）Ⅲ限： 最終プレゼンテーション
　-自分が選んだトピックを基にプレゼンテーションを実施。クラス
　メイトは聴衆者として参加し、Q&Aタイムでは質問をする。その
　後プレゼンターへ前向きで建設的なフィードバックをする。
  この最終講義において自身の成果を再認識・評価出来る。
＜第8回＞11/13（金）Ⅳ限： 最終プレゼンテーション
　-自分が選んだトピックを基にプレゼンテーションを実施。クラス
　メイトは聴衆者として参加し、Q&Aタイムでは質問をする。その
　後プレゼンターへ前向きで建設的なフィードバックをする。
  この最終講義において自身の成果を再認識・評価出来る。

＜No.1＞Oct 16（Fri）Ⅲperiod︓Communicating Effectively
 -Using language, your voice and your body effectively
＜No.2＞Oct 16（Fri）Ⅳperiod︓Opening A Presentation
 -Starting the purpose of your presentation and your outline
＜No.3＞Oct 23（Fri）Ⅲperiod︓Delivering the Body of a Presentation
 -Connecting your ideas, moving on to the next point
＜No.4＞Oct 23（Fri）Ⅳperiod︓Closing A Presentation
 -Summarizing your presentation, mirroring the opening
＜No.5＞Nov 6（Fri）Ⅲperiod︓Conducting a Q/A Session
 -Inviting questions from the audience, answering the questions
 -Responding to  the questions, confirming that you have answered
＜No.6＞Nov 6（Fri）Ⅳperiod︓Conducting a Q/A Session
 -Inviting questions from the audience, answering the questions
 -Responding to  the questions, confirming that you have answered
＜No.7＞Nov 13（Fri）Ⅲperiod  ︓Final Presentation
 -You will deliver a presentation on a topic of your choice.  Your classmates
   will participate as the audience, ask you questions in Q&A.  You will be
  able to recognize and evaluate your achievements in this course through
  your work in these final lessons.
＜No.8＞Nov 13（Fri）Ⅳperiod  ︓Final Presentation
 -You will deliver a presentation on a topic of your choice.  Your classmates
   will participate as the audience, ask you questions in Q&A.  You will be
  able to recognize and evaluate your achievements in this course through
  your work in these final lessons.

講義前にしっかりと教科書に目を通し、内容を理解しておくことが重
要。講座終了後は何度も復習し、また自身の研究やプレゼンにどう
反映させるか、適応できるか、シミュレーションすることを勧める。

Reading the textbook carefully before the lesson.
Contemplate the contents of the session and how they relate to you
and your reserch activities after the lesson.

プレゼンテーション
英語による授業

Presentations
Lessons will be held in English.
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科目責任者/Organizer：　
中山　俊憲

（Nakayama Toshinori）
単位/Credit： 1 実施時期/Conducted：

T5-6(Term 5th-6th)
講義室：大カンファレンスルーム（医学部本
館2階）
※1月12日は西南セミナー室（医学部本館2
階）

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

　 ※実践英語との重複履修不可
　
　　　

Presentations seminar for Chiba University: Advanced
（ベルリッツ　オリジナル教材）

Presentations seminar for Chiba University: Advanced
(Berlitz original textbook)

最終プレゼンテーション等で総合的に判断する。 Judged by final presentation

講義前にしっかりと教科書に目を通し、内容を理解しておくことが重
要。講座終了後は何度も復習し、また自身の研究やプレゼンにどう
反映させるか、適応できるか、シミュレーションすることを勧める。

Reading the textbook carefully before the lesson.
Contemplate the contents of the session and how they relate to you and
your reserch activities after the lesson.

プレゼンテーション、TOEIC
英語による授業

Presentations ,  TOEIC tips
Lessons will be held in English.

目的・目標
／Objectives and Goals

【目的】 【Objectives】

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、
基礎はもちろん、高度なプレゼンテーション力を身につける。

In the fields of medicine, pharmacy and related majors, acquire
the advanced presentation skills to take the ability to perform
independent research activities and set independent research
activities in accordance with research ethics.

【目標】 【Goals】

このコースでは、効果的で記憶に残る学術的な英語プレゼンテーショ
ンが実施できるようになることを目標とする。 プレゼンテーションの要
点を再確認し、プレゼンテーション本来の目的を達成するために不可
欠な高レベルのテクニックと言語スキルを習得する。さらに質疑応答
能力を強化するために各授業の最初にディスカッション練習を行う。
参加者はプレゼンターとしてだけでなく、他の参加者に対して役立つ
フィードバックを提供するティームメンバーとしても参加する事が期待
される。

In this course, you will expand on your ability to deliver an effective and
memorable academic presentation in English. You will review the
essentials of a presentation, and learn the advanced techniques and
language skills needed to achieve your presentation goals.  In addition, a
short discussion practice will be used at the start of each lesson to fortify
your Q & A skills. Therefore, you will be expected to participate in the
course both as a presenter and as a team member, who will provide
useful feedback for the other participants.

授業計画・授業内容
／Course Plans and

Contents

＜第1回＞1/5（火）Ⅲ限： プレゼンテーションの要点の再確認
-効果的なコミュニケーション、他者の賞賛、建設的な批評
＜第2回＞1/8（金）Ⅲ限： プレゼンテーション開始のテクニック
-聴衆のニーズに合うプレゼンテーションへの適応、注目を集める
＜第3回＞1/12（火） Ⅲ限： プレゼンテーション本論運びのテクニック
-興味を引く情報・事柄・数値を述べる、チャート・表の説明
＜第4回＞1/19（火）Ⅲ限： プレゼンテーション結びのテクニック
-結論、次のステップへの提案、華々しい終え方
＜第5回＞1/26（火） Ⅲ限： 質疑応答の基本について
-聴衆からの質問誘導、回答、返答の確認
＜第6回＞1/29（金）Ⅲ限： 質疑応答の応用編
-難しい質問への対応、消極的な聴衆への対応、FAQの使用
＜第7回＞2/2（火）Ⅲ限： 最終プレゼンテーション（1）
-自身が選んだトピックを基に実際にプレゼンを行う。クラスメイト
　は聴衆として、Q&Aタイムでは質問をする。その後プレゼンター
　へ前向きで建設的なフィードバックをする。最終講義にて自身の
　成果を再認識できる。
＜第8回＞2/5（金）Ⅲ限： 最終プレゼンテーション（2）
-自身が選んだトピックを基に実際にプレゼンを行う。クラスメイト
　は聴衆 として、Q&Aタイムでは質問をする。その後プレゼンター
　へ前向きで建設的なフィードバックをする。最終講義にて自身の
　成果を再認識できる。
＜第9回＞2/9（火）Ⅲ限： TOEICリスニング　Part 1,2,3,4
-汎用性の高い解法テクニックを学び、スコアアップに活かす。
＜第10回＞2/12（金）Ⅲ限： TOEICリーディング Part 5,6,7
-汎用性の高い解法テクニックを学び、スコアアップに活かす。

＜No.1＞Jan 5 （Tue）Ⅲperiod︓Reinforcing Presentation Essentials
 -Communicating effectively, Prasing others, Offering constructive criticism
＜No.2＞Jan 8 （Fri）Ⅲperiod︓Techniques for Opening a Presentation
 -Adapting a presentation to meet the needs of an audience
＜No.3＞Jan 12 （Tue）Ⅲperiod︓Techniques for Delivering the Body of a
 Presentation
 - Stating interesting information, facts, and figures,  explaning charts
＜No.4＞Jan 19 （Tue）Ⅲperiod︓Techniques for Closing a Presentation
 - Stating conclusions,  proposing next steps,  finishing with a bang
＜No.5＞Jan 26 （Tue）Ⅲperiod︓Reinforcing the Basic of Conducting a Q/A
 Session
 - Inviting questions from the audiences,  responding to questions
＜No.6＞Jan 29 （Fri）Ⅲperiod︓Techniques for Conducting a Q/A Session
 - Handling difficult questions,  managing a reluctant audience,  using FAQ
＜No.7＞Feb 2 （Tue）Ⅲperiod︓Final Presentation 1
-You will deliver a presentation on a topic of your choice.  Your classmates
   will participate as the audience, ask you questions in Q&A.  You will be
   able to recognize and evaluate your achievements in this course through
   your work in these final lessons.
＜No.8＞Feb 5 （Fri）Ⅲperiod︓Final Presentation 2
-You will deliver a presentatiion on a topic of your choice.  Your classmates
   will participate as the audience, ask you questions in Q&A.  You will be
   able to recognize and evaluate your achievements in this course through
   your work in these final lessons.
＜No.9＞Feb 9 （Tue）Ⅲperiod︓TOEIC Listening techniques: Part 1,2,3 and 4
- Listening tips
＜No.10＞Feb 12 （Fri）Ⅲperiod︓TOEIC Reading techniques: Part 5,6 and 7
 - Reading tips

科目名【　プレゼンテーションセミナー上級　　】 Subject【　Presentation Seminar / Advanced　】
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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：

T4-5(Term 4th-5th)
講義室：大カンファレンスルーム
（医学部本館2階）

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

　

　
　　　

※プレンゼンテーションセミナー上級との重複履修不可

Presentations seminar for Chiba University: Advanced
（ベルリッツ　オリジナル教材）

Presentations seminar for Chiba University: Advanced
(Berlitz original textbook)

最終プレゼンテーション等で総合的に判断する。 Judged by final presentation

＜第1回＞11/17（火）Ⅲ限： プレゼンテーションの要点の再確認
-効果的なコミュニケーション、他者の賞賛、建設的な批評
＜第2回＞11/20（金）Ⅲ限： プレゼンテーション開始のテクニック
-聴衆のニーズに合うプレゼンテーションへの適応、注目を集め
る
＜第3回＞11/24（火）Ⅲ限： プレゼンテーション本論運びのテク
ニック
-興味を引く情報・事柄・数値を述べる、チャート・表の説明
＜第4回＞11/27（金）Ⅲ限： プレゼンテーション結びのテクニック
-結論、次のステップへの提案、華々しい終え方
＜第5回＞12/1（火）Ⅲ限： 質疑応答の基本について
-聴衆からの質問誘導、回答、返答の確認
＜第6回＞12/4（金）Ⅲ限：  最終プレゼンテーション
　-自分が選んだトピックを基にプレゼンテーションを実施。クラス
　メイトは聴衆者として参加し、Q&Aタイムでは質問をする。その
　後プレゼンターへ前向きで建設的なフィードバックをする。
  この最終講義において自身の成果を再認識・評価出来る。
＜第7回＞12/8（火）Ⅲ限： ディスカッション・スキル（1）
-論理的な意見の伝え方、提案とその結果予測の伝え方、バラ
 ンスよいメリットとデメリットの伝え方
＜第8回＞12/11（金）Ⅲ限： ディスカッション・スキル（2）
-賛成と反対、話に割り込み相手への反対意見、ディスカッショ
 ン演習
＜第9回＞12/15（火）Ⅲ限： TOEICリスニング　Part 1,2,3,4
-汎用性の高い解法テクニックを学び、スコアアップに活かす。
＜第10回＞12/18（金）Ⅲ限： TOEICリーディング Part 5,6,7
-汎用性の高い解法テクニックを学び、スコアアップに活かす。

＜No.1＞Nov 17（Tue）Ⅲperiod︓Reinforcing Preesentation Essentials
 -Communicating effectively, Prasing others, Offering constructive criticism
＜No.2＞Nov 20（Fri）Ⅲperiod︓Techniques for Opening a Presentation
 -Adapting a presentation to meet the needs of an audience
＜No.3＞Nov 24（Tue）Ⅲperiod︓Techniques for Delivering the Body of a Presentation
 - Stating interesting information, facts, and figures,  explaning charts
＜No.4＞Nov 27（Fri）Ⅲperiod︓Techniques for Closing a Presentation
 - Stating conclusions,  proposing next steps,  finishing with a bang
＜No.5＞Dic 1（Tue）Ⅲperiod︓Reinforcing the Basic of Conducting a Q/A Session
 - Inviting questions from the audiences,  responding to questions
＜No.6＞Dic 4（Fri）Ⅲperiod︓Final Presentation
 - You will deliver a presentation on a topic of your choice. Your classmates will
particpate as the audience and ask you questions in the Q&A. You will be able to
recognize and evaluate your achievements in the presentations part of this course.
＜No.7＞Dic 8（Tue）Ⅲperiod︓Discussion skills 1
 -Expressing opinions logically,  predicting outcomes,  creating balanced argument
＜No.8＞Dic 11（Fri）Ⅲperiod︓Discussion skills 2
 -Agreeing and disagreeing,  Interrupting, debating and challenging, participating
 in short practice discussions
＜No.9＞Dic 15（Tue）Ⅲperiod︓TOEIC Listening techniques: Part 1,2,3 and 4
- Listening tips, mini test
＜No.10＞Dic 18（Fri）Ⅲperiod︓TOEIC Reading techniques: Part 5,6 and 7
 - Reading tips, mini test

講義前にしっかりと教科書に目を通し、内容を理解しておくことが
重要。講座終了後は何度も復習し、また自身の研究やプレゼン
にどう反映させるか、適応できるか、シミュレーションすることを勧
める。

Reading the textbook carefully before the lesson.
Contemplate the contents of the session and how they relate to you and
your reserch activities after the lesson.

プレゼンテーション、ディベート、ディスカッション、TOEIC
英語による授業

Presentations, debate,  discussion,  TOEIC tips
Lessons will be held in English.

科目名【　　　実践英語　　　　　】 Subject【　　　　　Practical English　　　　】

目的・目標
／Objectives and Goals

【目的】 【Objectives】

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、プレゼンテーション力とディスカッション力を身につける。

In the fields of medicine, pharmacy and related majors, acquire the
presentation and discussion skills to take the ability to perform
independent research activities and set independent research
activities in accordance with research ethics.

【目標】 【Goals】

このコースでは、効果的で記憶に残る学術的な英語プレゼンテー
ションが実施できるようになることを目標とする。 プレゼンテー
ションの要点を再確認し、プレゼンテーション本来の目的を達成
するために不可欠な高レベルのテクニックと言語スキルを習得す
る。さらに、ディスカッションに必要な表現とコミュニケーション力を
養い、アカデミックディスカッションに効率的に参加できる能力を
身に着ける。クラスでは練習とロールプレイの機会を多く持ち、質
疑応答力をブラッシュアップする。

In this course, you will expand on your ability to deliver an effective and
memorable academic presentation in English. You will review the essentials
of a presentation, and learn the advanced techniques and language skills
needed to achieve your presentation goals. You will also review and expand
your ability to participate effectively in academic discussions. You will be
given opportunities in class to practice your communication skills and
improve your ability to ask and respond to questions.
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科目責任者
/Organizer：

中山 俊憲、斎藤 哲一郎
Toshinori Nakayama
Tetsuichiro Saito

　　単位/Credit： 2 実施時期/Conducted： 通年 throughout the year

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/Referen
ce Books

評価方法・基準
／Evaluation
Procedures and
Criteria

各講演後に実施する小テストでの評価及び最終レポートで評
価する。

・各講義での小テスト　50％
・最終レポート　　　   50％

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。
フィードバックを希望する者は担当教員に連絡すること。

Evaluation: examination (50%) and report (50%).

受講者は、予め講演者の研究や活動の内容を把握し、講演者
と有意義な質疑応答ができるように予習しておくことが求めら
れる。また、授業後は、講演の内容やプリント等を参考に関連
事項を自ら調べ、自分自身の中に新しい知識体系を構築する
ことが期待される。

Students are required to study lecturers beforehand to
achieve fruitful discussion with them. Writing a report
may be required after every lecture.

俯瞰力、多角的視点、教養、哲学
broader perspective, multidisciplinary approach, liberal
arts, philosophy

講義に際して資料を配布する。 Handouts are provided when needed.

【Goals】

受講者は、次の事項を実行できることを目標とする。
・教養とは何かを理解し、説明できる。
・専門外の幅広い知識を身につけることができる。
・問題に直面した時、本質を見抜き、多様な方向から解決策を
提示できる。

GIO (General Instructional Objective): students will be
expected to be able to cultivate the tools necessary for
addressing and solving difficult issues in medical
innovation.
SBO (Specific Behavioral Objective): students will be
able to understand ethics and morality, combine practical
information with theoretical knowledge and solve
complex problems.

9月以降に、15回の講義を実施する。

開催日時等は千葉大学学生ポータル、Moodle 等を通じてお知
らせします。
令和２年度の講義は、博士課程教育リーディングプログラム学
生の石井絢菜が企画しています。

15 lectures will be delivered.

Lecture schedules will be informed through the website:
https://cup.chiba-u.jp/campusweb/campusportal.do.

This year's lectures have been planned by an LGS
student Ayana Ishii.

目的・目標
／Objectives and

Goals

【目標】

Subject【Advanced General Education】科目名【卓越教養特論】

Many eminent leaders in various fields deliver
lectures so that students may develop critical
thinking, analytical skills, problem solving
abilities and a moral compass.

【Objectives】【目的】

様々な分野を代表するリーダーに講演いただき、俯瞰力や多
角的な視点、柔軟な思考を涵養する。
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1) Sep 9 (Wed) Case study of cognitive behavioral therapy 
(Shimizu)
2) Sep 16 (Wed) Case study of cognitive behavioral therapy 
(Nakagawa)
3) Sep 23 (Wed) Case study of cognitive behavioral therapy (Ito)
4) Sep 30 (Wed) Case study of cognitive behavioral therapy 
(Oshima)
5) Oct 7 (Wed) Case study of cognitive behavioral therapy (Urao)
6) Oct 14 (Wed) Case study of cognitive behavioral therapy (Kuno)
7) Oct 21 (Wed) Case study of cognitive behavioral therapy 
(Takahashi)
8) Oct 28 (Wed) Case study of cognitive behavioral therapy (Seki)
9) Nov 4 (Wed)Case study of cognitive behavioral therapy (Numata)
10) Nov 11 (Wed) Case study of cognitive behavioral therapy 
(Shimizu)
11) Nov 18 (Wed) Case study of cognitive behavioral therapy 
(Nakagawa)
12) Nov 25 (Wed) Case study of cognitive behavioral therapy (Ito)
13) Dec 2 (Wed) Case study of cognitive behavioral therapy 
(Oshima)
14) Dec 9 (Wed) Case study of cognitive behavioral therapy (Urao)
15) Dec 16 (Wed) Case study of cognitive behavioral therapy (Kuno)
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科目責任者/Organizer：
中山俊憲/

Toshinori Nakayama
　　　単位/Credit： 2  

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

授業計画・授業内容
／Course Plans and

Contents

学生は、下記に記された18ユニット(U)のうち、5ユニット以上を選択す
ること。全ユニットの演習はすべて9月以降に実施する。開催日時等
は千葉大学学生ポータル、Moodle等を通してお知らせします。
（TBD：未定）
<第1回>TBD　コンピュータ支援による生命科学研究（田村 裕-創薬
学C, 構造生命科学U）
<第2回>TBD　発生生物学と再生医学の研究手法（斎藤 哲一郎-治
療学C, 神経再生U）
<第3回>TBD　免疫細胞の分離、機能解析（岩村 千秋-治療学C, 免
疫発生U）
<第4回>TBD　アレルギー疾患と自己免疫疾患における基礎と臨床の
統融合（中島 裕史-治療学C, 臨床アレルギーU）
<第5回>TBD　細胞、臓器、個体レベルの代謝解析手法（三木 隆司-
治療学C, 代謝生理U）
<第6回>TBD　器官形成や幹細胞機能のエピジェネティック制御メカニ
ズムの研究手法（古関 明彦-Society 5.0C, 発生エピジェネティクスU）
<第7回>TBD　小型動物モデルを用いた生命薬学研究（伊藤 素行-創
薬学C, 生命薬学U）
<第8回>TBD　臨床内科学（横手 幸太郎-治療学C, 附属病院臨床実
践U）
<第9回>TBD　神経・免疫・循環系の相互作用解析（眞鍋 一郎-治療
学C, 長寿医学U）
<第10回>TBD　微生物―宿主の相互作用と感染症（米山 光俊-創薬
学C, 感染症U）
<第11回>TBD　機械学習による疾患層別化と個別化予測（川上 英良
-Society 5.0 C, AI先端治療学U）
<第12回>TBD 動態制御/安全性評価（秋田 英万・伊藤 晃成-創薬学
C, 薬剤学U）
<第13回>TBD　生物活性低分子のスクリーニング（石橋 正己-創薬
学C, 創生薬学U）
<第14回>TBD　胚発生医学概論（幡野 雅彦-生物科学C, 胚発生医
学U）
<第15回>TBD　肺癌に対するトランスレーショナルリサーチ（本橋 新
一郎-治療学C, TR先端治療U）
<第16回>TBD　ゲノミクス情報を使った生命現象の網羅的解析法（小
原 收-生物科学C, オミクス解析U）
<第17回>TBD　ゲノム網羅的解析（金田 篤志-治療学C, 分子腫瘍U）
<第18回>TBD　粘膜免疫学を応用した予防法の開発研究　（清野 宏
-治療学C, 粘膜免疫治療U）（UCSDキャンパス）

Students are required to take at least five units(U) from three clusters(C) out of 18
units listed below. TBD, to be determined
<No.1> TBD Computer-assisted Life Science Research (Yutaka Tamura-Drug
Discovery & Development C, Structual Bioscience U)
<No.2> TBD Principles and Research of Regenerative Medicine (Tetsuichiro Saito-
Therapeutics C, Neural Regeneration U)
<No.3> TBD Lymphocyte Separation and Functional Assay of T Cells (Chiaki Iwamura-
Therapeutics C, Immunology U)
<No.4> TBD Basic and Clinical Research on Allergy and Clinical Immunology. (Hiroshi
Nakajima-Therapeutics C, Clinical Allergy U)
<No.5> TBD Metabolic Analyses at Cell, Tissue, and Individual Levels (Takashi Miki-
Therapeutics C, Metabolic Physiology U)
<No.6> TBD General Approaches to Investigate Epigenetic Regulation of Organ
Development and Stem Cell Functions (Haruhiko Koseki-Society 5.0 C, Developmental
Epigenetics U)
<No.7> TBD Principles and Research of Life Science Pharmacy Using Small Animal
Models (Motoyuki Ito-Drug Discovery & Development C, Life science pharmacy U)
<No.8> TBD Clinical Practice in Medicine (Koutaro Yokote-Therapeutics  C, Clinical
Practice U)
 <No.9> TBD Organ System Crosstalk in Multimorbidity (Ichiro Manabe-Therapeutics
C, Aging Research U)
<No.10> TBD Host-microbe Interactions (Mitsutoshi Yoneyama-Drug Discovery C,
Infectious disease U)
<No.11> TBD  Stratification and Prediction of Diseases Using Machine Learning (Eiryo
Kawakami-Society 5.0 C, AI Advanced Medicine U)
<No.12> TBD Pharmacokinetic Property Control/Drug Safety Assessment (Hidetaka
Akita, Kousei Ito-Drug Discovery & Development C, Pharmaceutics U)
<No.13> TBD Screening Study for Bioactive Small Molecules (Masami Ishibashii-Drug
Discovery & Development C, Drug discovery U)
<No.14> TBD Principle of Mouse Embryo Manipulation (Masahiko Hatano-Biomedicine
C, Developmental Engineering U)
<No.15> TBD Translational Research for Lung Cancer (Shinichiro Motohashi-
Therapeutics C, Translational Medicine U)
<No.16> TBD Comprehensive Analysis of Biological Systems Based on the Genomic
Information (Osamu Ohara-Biomedicine C, Omics Analysis U)
<No.17> TBD Comprehensive Genome-wide Analysis (Atsushi Kaneda-Therapeutics
C, Molecular Oncology U)
<No.18> TBD Development of New Prevention by the Use of Mucosal Immune System
(Hiroshi Kiyono-Therapeutics C, Mucoal Immunity U)

目的・目標
／Objectives and Goals

【目標】

Subject【Therapeutics Seminar of Leading Program】科目名【治療学演習】

The subject aims to develop students' problem-solving abilities required for an
independent researcher.
Students will aquire basic research skills and knowledge neccesary for creation of
innovative medicine, as well as cultivate their practical abilities including diversified
perspectives.

【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、革新医療創生に必要な研究手法や知識を身につけるととも
に、実践力や多角的な視点を養う。

演習中の議論、テスト、レポート等で総合的に判断する。
各ユニット終了時に、担当教員からユニット修了証に押印を受け、
リーディング大学院事務室に提出する。

Judged by attendance, examination, reports, etc.
At the end of each unit, receive an identification of unit completion, and submit it to
the program secretariat.

本演習で取り扱っている内容は，各分野の最先端の知識や技術、最
新機器の利用法等などであり，受講者にとって将来必ず役に立つ内
容を含んでいる。そのため，各回終了後には講義資料等でくりかえし
復習し，自分のものとすること。

In this course, we cover state-of-the-art knowledge, skills, and technologies, which
you will find them helpful in the future. Therefore, you are expected to review the
given handouts after each unit, until you fully understand what you learned.

革新治療学、革新医療創薬学、革新医療生物科学、革新医療工学、
革新医療サステイナブル健康科学、Society 5.0

Innovative therapeutics, Innovative drug discovery and development, Innovative
biologicl science, Innovative Medical engineering, Innovative sustainable health
science, Society 5.0

適宜、参考書を紹介し、プリント等を配布する。
Reference books will be suggested during class on an as-needed basis. Handouts will
be provided.

【Goals】

受講者は次の事項を実行できることを目標とする。
【治療学クラスター】
・発生生物学と再生医学の研究手法
・免疫細胞の分離、機能解析
・アレルギー疾患と自己免疫疾患における基礎と臨床の統融合
・細胞、臓器、個体レベルの代謝解析手法
・神経・免疫・循環系の相互作用解析
・肺癌に対するトランスレーショナルリサーチ
・ゲノム網羅的解析
・粘膜免疫学を応用した予防法の開発研究
【創薬学クラスター】
・コンピュータ支援による生命科学研究
・小型動物モデルを用いた生命薬学研究
・微生物―宿主の相互作用と感染症
・動態制御/安全性評価
・生物活性低分子のスクリーニング
【生物科学クラスター】
・胚発生医学概論
・ゲノミクス情報を使った生命現象の網羅的解析法
【サステイナブル健康科学クラスター】
・臨床内科学
【Society 5.0クラスター】
・器官形成や幹細胞機能のエピジェネティック制御メカニズムの研究
手法
・機械学習による疾患層別化と個別化予測

Students are expected to acquire the following knowledge and skills in each cluster

[Therapeutics Cluster]
・ Principles and research of regenerative medicine
・ Lymphocyte separation and functional assay of T cells
・ Basic and clinical research on allergy and clinical immunology
・ Metabolic analyses at cell, tissue, and individual levels
・ Clinical practice in Medicine
・ Organ system crosstalk in multimorbidity
・ Translational research for lung cancer
・ Comprehensive genome-wide analysis
・ Development of new prevention by the use of mucosal immune system
[Drug Discovery Cluster]
・ Computer-assisted life science research
・ Principles and research of life science pharmacy using small animal models
・ Host-microbe interactions
・ Pharmacokinetic property control/Drug safety assessment
・ Screening study for bioactive small molecules
[Biological Science Cluster]
・ Principle of mouse embryo manipulation
・ Comprehensive analysis of biological systems based on the genomic information
[Sustainable Health Science Cluster]
・ Clinical practice in Medicine
[Society 5.0 Cluster]
・General approaches to investigate epigenetic regulation of organ development and
stem cell functions
・ Stratification and prediction of diseases using machine learning
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科目責任者
/Organizer：

本橋新一郎/
Shinichiro Motohashi

　　　単位/Credit： 2

【目標】

Subject 【Rotation training of iMeC WISE】科目名【革新医療創生演習】

The subject aims to develop students' problem-solving abilities required
for an independent researcher.
Students will aquire basic research skills and knowledge neccesary for
creation of innovative medicine, as well as cultivate their practical
abilities including diversified perspectives.

【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、革新医療創生に必要な研究手法や知識を身につけ
るとともに、実践力や多角的な視点を養う。

【Goals】

受講者は次の事項を理解・実行できることを目標とする。
【治療学クラスター】
・発生生物学と再生医学の研究手法
・免疫細胞の分離、機能解析
・生体の電気トモグラフィー計測、心臓血管系疾患のバイオメカニクス
・アレルギー疾患と自己免疫疾患における基礎と臨床の統融合
・細胞、臓器、個体レベルの代謝解析手法
・神経・免疫・循環系の相互作用解析
・肺癌に対するトランスレーショナルリサーチ
・ゲノム網羅的解析
・粘膜免疫学を応用した予防法の開発研究
【創薬学クラスター】
・コンピュータ支援による生命科学研究
・小型動物モデルを用いた生命薬学研究
・微生物―宿主の相互作用と感染症
・動態制御/安全性評価
・生物活性低分子のスクリーニング
【医療工学クラスター】
・形態情報を基軸とした病理学的解析
・整形外科領域における再生医療
・医用画像および医用ロボティクス
【生物科学クラスター】
・胚発生医学概論
・ゲノミクス情報を使った生命現象の網羅的解析法
・創薬標的膜タンパク質の構造解析
【サステイナブル健康科学クラスター】
・臨床内科学
【Society 5.0クラスター】
・器官形成や幹細胞機能のエピジェネティック制御メカニズムの研究手法
・医療と経済
・機械学習による疾患層別化と個別化予測
・生命倫理・医療政策における正義論

Students are expected to acquire the following knowledge and skills in each
cluster
[Therapeutics Cluster]
・ Principles and research of regenerative medicine
・ Lymphocyte separation and functional assay of T cells
・ Electrical tomography measurement, Biomechanics associated with CVS
diseases
・ Basic and clinical research on allergy and clinical immunology
・ Metabolic analyses at cell, tissue, and individual levels
・ Organ system crosstalk in multimorbidity
・ Translational research for lung cancer
・ Comprehensive genome-wide analysis
・ Development of new prevention by the use of mucosal immune system
[Drug Discovery and Development Cluster]
・ Computer-assisted life science research
・ Principles and research of life science pharmacy using small animal models
・ Host-microbe interactions
・ Pharmacokinetic property control/Drug safety assessment
・ Screening study for bioactive small molecules
[Medical Engineering Cluster]
・ Pathological analysis based on morphological evidence
・ Regenerative medicine in the field of orthopaedics
・ Medical imaging and robotics
[Biological Science Cluster]
・ Principle of mouse embryo manipulation
・ Comprehensive analysis of biological systems based on the genomic
information
・ Structural studies of membrane protein drug targets
[Sustainable Health Science Cluster]

・ Clinical practice in Medicine
[Society 5.0 Cluster]
・General approaches to investigate epigenetic regulation of organ development
and stem cell functions
・Health care and Economy
・ Stratification and prediction of diseases using machine learning
・ Theory of justice in bioethics and health policy

目的・目標
／Objectives and

Goals

次ページへ続く
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Students are required to take at least five units (U) from three clusters (C) out
of 25 units listed below. TBD, to be determined.
<No.1>TBD Computer-assisted Life Science Research (Yutaka Tamura-Drug
Discovery & Development C, Structual Bioscience U)
<No.2> TBD Principles and Research of Regenerative Medicine (Tetsuichiro
Saito-Therapeutics C, Neural Regeneration U)
<No.3> TBD Lymphocyte Separation and Functional Assay of T Cells (Chiaki
Iwamura-Therapeutics C, Immunology U)
<No.4> TBD Electrical Tomography Measurement (Masahiro Takei-Therapeutics
C, Biomechanics U), Biomechanics Associated with CVS Diseases (Liu Hao-
Therapeutics C, Biomechanics U)
<No.5> TBD Basic and Clinical Research on Allergy and Clinical Immunology.
(Hiroshi Nakajima-Therapeutics C, Clinical Allergy U)
<No.6> TBD Metabolic Analyses at Cell, Tissue, and Individual Levels (Takashi
Miki-Therapeutics C, Metabolic Physiology U)
<No.7> TBD General Approaches to Investigate Epigenetic Regulation of Organ
Development and Stem Cell Functions (Haruhiko Koseki-Society 5.0 C,
Developmental Epigenetics U)
<No.8> TBD Principles and Research of Life Science Pharmacy Using Small
Animal Models (Motoyuki Ito-Drug Discovery & Development C, Life Science
Pharmacy U)
<No.9> TBD Pathological Analysis Based on Morphological Evidence (Yuzuru
Ikehara-Medical Engineering C, Patho-imaging analysis U)
<No.10> TBD Health Care and Economy (Hiromi S. Nagane-Society 5.0  C,
Medical Economics U)
<No.11> TBD Clinical Practice in Medicine (Koutaro Yokote-Sustainable Health
Science C, Clinical Practice U)
<No.12> TBD Regenerative Medicine in the Field of Orthopaedics (Ryuichiro
Akagi, Yasuhiro Shiga-Medical Engineering C, Frontier Surgery U)
<No.13> TBD Organ System Crosstalk in Multimorbidity (Ichiro Manabe-
Therapeutics C, Aging Research U)
<No.14> TBD Host-microbe Interactions (Mitsutoshi Yoneyama-Drug Discovery
C, Infectious Disease U)
<No.15> TBD Medical Imaging and Robotics (Hideaki Haneishi, Wenwei Yu-
Medical Engineering C, Medical Engineering U)
<No.16> TBD  Stratification and Prediction of Diseases Using Machine Learning
(Eiryo Kawakami-Society 5.0 C, AI Advanced Medicine U)
<No.17> TBD Pharmacokinetic Property Control/Drug Safety Assessment
(Hidetaka Akita, Kousei Ito-Drug Discovery & Development C, Pharmaceutics U)
<No.18> TBD Screening Study for Bioactive Small Molecules (Masami Ishibashi-
Drug Discovery & Development C, Drug Discovery U)
<No.19> TBD Principle of Mouse Embryo Manipulation (Masahiko Hatano-
Biomedicine C, Developmental Engineering U)
<No.20> TBD Translational Research for Lung Cancer (Shinichiro Motohashi-
Therapeutics C, Translational Medicine U)
<No.21> TBD Comprehensive Analysis of Biological Systems Based on the
Genomic Information (Osamu Ohara-Biomedicine C, Omics Analysis U)
<No.22> TBD Comprehensive Genome-wide Analysis (Atsushi Kaneda-
Therapeutics C, Molecular Oncology U)
<No.23> TBD Theory of Justice in Bioethics and Health Policy (Takayuki
Kawase-Society 5.0 C, Bioethics and Health Policy U)
<No.24> TBD Structural Studies of Membrane Protein Drug Targets (Takeshi
Murata-Biomedicine C, Biological Chemistry U)
<No.25> TBD Development of New Prevention by the Use of Mucosal Immune
System (Hiroshi Kiyono-Therapeutics C, Mucosal Immunity U)

演習中の議論、テスト、レポート等で総合的に判断する。
各ユニット終了時に、担当教員からユニット修了証に押印を受け、
卓越大学院事務室に提出する。

Judged by attendance, examination, reports, etc.
At the end of each unit, receive an identification of unit completion, and
submit it to the program secretariat.

本演習で取り扱っている内容は，各分野の最先端の知識や技術、
最新機器の利用法等などであり，受講者にとって将来必ず役に立
つ内容を含んでいる。そのため，各回終了後には講義資料等でく
りかえし復習し，自分のものとすること。

In this course, we cover state-of-the-art knowledge, skills, and
technologies, which you will find them helpful in the future. Therefore,
you are expected to review the given handouts after each unit, until you
fully understand what you learned.

革新治療学、革新医療創薬学、革新医療生物科学、革新医療工
学、革新医療サステイナブル健康科学、Society 5.0

Innovative therapeutics, Innovative drug discovery and development,
Innovative biologicl science, Innovative Medical engineering, Innovative
sustainable health science, Society 5.0

適宜、参考書を紹介し、プリント等を配布する。
Reference books will be suggested during class on an as-needed basis.
Handouts will be provided.

学生は、下記に記された25ユニット(U)のうち、少なくとも3クラスター(C)か
ら計5ユニット以上を選択すること。全ユニットの演習はすべて9月以降に
実施する。開催日時等は千葉大学学生ポータル、Moodle等を通してお知
らせします。（TBD：未定）
<第1回>TBD　コンピュータ支援による生命科学研究
（田村 裕-創薬学C, 構造生命科学U）
<第2回>TBD　発生生物学と再生医学の研究手法
（斎藤 哲一郎-治療学C, 神経再生U）
<第3回>TBD　免疫細胞の分離、機能解析
（岩村 千秋-治療学C, 免疫発生U）
<第4回>TBD　生体の電気トモグラフィー計測、心臓血管系疾患のバイオ
メカニクス（武居 昌宏、劉 浩-治療学C, バイオメカニクスU）
<第5回>TBD　アレルギー疾患と自己免疫疾患における基礎と臨床の統
融合（中島 裕史-治療学C, 臨床アレルギーU）
<第6回>TBD　細胞、臓器、個体レベルの代謝解析手法
（三木 隆司-治療学C, 代謝生理U）
<第7回>TBD　器官形成や幹細胞機能のエピジェネティック制御メカニズ
ムの研究手法 （古関 明彦-Society 5.0C, 発生エピジェネティクスU）
<第8回>TBD　小型動物モデルを用いた生命薬学研究
（伊藤 素行-創薬学C, 生命薬学U）
<第9回>TBD　形態情報を基軸とした病理学的解析
（池原 譲-医療工学C, 病理イメージング解析U）
<第10回>TBD　医療と経済
（長根（齋藤） 裕美-Society 5.0C, 医療経済学U）
<第11回>TBD　臨床内科学
（横手 幸太郎-治療学C, 附属病院臨床実践U）
<第12回>TBD　整形外科領域における再生医療
（赤木 龍一郎・志賀康浩-医療工学C, 先端外科学U）
<第13回>TBD　神経・免疫・循環系の相互作用解析
（眞鍋 一郎-治療学C, 長寿医学U）
<第14回>TBD　微生物―宿主の相互作用と感染症
（米山 光俊-創薬学C, 感染症U）
<第15回>TBD　医用画像および医用ロボティクス
（羽石 秀昭・兪 文偉-医療工学C, 先端医工学U）
<第16回>TBD　機械学習による疾患層別化と個別化予測
（川上 英良- Society 5.0C, AI先端治療学U）
<第17回>TBD 動態制御/安全性評価
（秋田 英万・伊藤 晃成-創薬学C, 薬剤学U)
<第18回>TBD　生物活性低分子のスクリーニング
（石橋 正己-創薬学C, 創生薬学U）
第19回>TBD　胚発生医学概論
（幡野 雅彦-生物科学C, 胚発生医学U）
<第20回TBD　肺癌に対するトランスレーショナルリサーチ
（本橋 新一郎-治療学C, TR先端治療U）
<第21回>TBD　ゲノミクス情報を使った生命現象の網羅的解析法（小原
收-生物科学C, オミクス解析U）
<第22回>TBDゲノム網羅的解析
（金田 篤志-治療学C, 分子腫瘍U）
<第23回>TBD　生命倫理・医療政策における正義論
（川瀬 貴之-Society 5.0C, 生命倫理・医療政策U）
<第24回>TBD　創薬標的膜タンパク質の構造解析
（村田 武士-生物科学C, 生命化学U）
<第25回>TBD　粘膜免疫学を応用した予防法の開発研究（清野 宏-治療
学C, 粘膜免疫治療U）(UCSDキャンパス)
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