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新潟大学大学院医歯学総合研究科の理念・目標

＜医歯学総合研究科の理念＞
医歯学総合研究科は，生命科学や技術の著しい進歩，２１世紀の
医療課題と多様化するニーズに対応するため，先端的生命科学につ
いての教育・研究に重点を置くとともに，その成果を医療の進展に
生かす探索型医療研究を推進し，地域社会と世界の医療に貢献しま
す。
＜医歯学総合研究科の目標＞
医歯学総合研究科は，その理念にそって，意欲にあふれ個性ある
人材の育成，先端的で独創的な研究を行い，地域社会や世界との連
携を促進します。
＜教育目標＞
医歯学総合研究科は，次のような人材を育成します。
１ 先端生命科学を担う研究者の育成を図ります。
２ 疾病の診断・治療に役立つ探索型医療研究者の育成を図ります。
３ 高度医療・保健指導を担当できる専門職業人の育成を図ります。
４ 社会人入学制度及び放送大学と連携し，境界型生涯教育を充実・
普及させます。
この目標を実現するため，より広い学際性と境界型教育を推進しま
す。

(1)

教育システム
各専攻分野の研究理論および研究方法を教育するとともに,学際的･
境界型教育を進めるために以下の 3 段階からなる教育カリキュラム
を実施します｡

１．授業科目の履修(講義､演習を 30 単位以上)
1)専攻共通科目(講義 2 単位+演習 2 科目 4 単位)
実践的な研究理論,研究技法を取得させるため, 入学直後に各専攻
に専攻共通科目を設定しています｡この科目は講義･演習からなり,
専攻ごとに用意されますが, 他専攻の共通科目の履修も可能です｡

2)所属専攻個別科目(5 科目 20 単位以上)
主教育研究分野が開設する専門科目と専攻内の大講座間の連携協
力による専門科目が開設されています｡これらは講義･セミナー･演
習で構成されています｡

3)研究科が開設する専攻個別科目(1 科目 4 単位以上)
他の専攻が開設する専門科目の履修も可能です｡また, 従来の教育
で不足していた福祉･介護･生命倫理･実践法に関する科目を設定し
ています｡

(2)

２．指導教員の下での研究
指導教員のもとで研究課題を学生ごとに設定し, 複数教員による
指導体制により学際的･境界領域の研究指導を行います｡

３．学位論文の発表･審査
複数教員による完成論文の厳格な審査を行い, 教育研究の質の向
上を図ります｡

履修要件と取得できる学位
新潟大学医歯学総合研究科の修了要件は, 本研究科に 4 年以上在
学し, 30 単位以上習得し, 研究指導を受け, かつ本研究科が行う博士
論文の審査および試験に合格することが必要です｡ただし, 優れた研
究業績をあげたものは最短 3 年で修了することができます｡

(3)

The Graduate School program focuses both on education and research in
the field of advanced life sciences, incorporating the latest advancements in
life science technology and responding to a wide range of medical
challenges. The results of comprehensive research are applied to the
development of medical treatment for the benefit of society.

The University seeks to train its students with a high sense of integrity and
creativity, endeavoring to build a closer connection, not only with the local
community, but also in a global society.

These goals implement the philosophy of the Graduate School:
In Education
1. Training a team of researchers who will expand the field of advanced life
sciences
2. Generating medical discoveries that meet the needs of clinical disciplines
3. Equipping professionals to pursue academic activity and healthcare with
medical and intellectual integrity
4. Affirming lifelong learning and re-entry into academic life by accepting
persons in occupational undertakings, and with cooperation of the
University of the Air, whose study center for delivering broadcast lectures,
is located on the same campus.

(4)

Course Requirements
We conduct interdisciplinary and boundary programs in the following
three-step manner:

1. The PhD degree is awarded upon satisfactory completion of a minimum
of 30 credit units.
A. Designated Subjects (4 credits: 1 class and 2 seminars)
Students are to pursue an active research thesis and technique.
Students are to take designated subjects in each course early in their studies.
Certain subjects in unrelated courses are also allowed.

B. Elective Subjects in a Related Discipline (a minimum of 20 credit
units: 5 classes)
With the cooperation of each course, the graduate school provides a
variety of subjects not only in their specialized field but also within the
course. Students are able to enjoy lectures according to their interests.
Students are to participate in classes, seminars, and exercises.

C. Subjects in Unrelated Disciplines (a minimum of 4 credit units: 1
class)
Students are welcome to participate in subjects in unrelated courses.
New subjects such as Welfare, Caring, Life Morals, and Activism are
offered.

(5)

2. Research under Professorial Tutelage
Students pursue a program of study planned in consultation with an
academic advisor. Students conduct an interdisciplinary project under
guidance of multiple supervisors.

3. Thesis and Evaluation
Multiple advisors are to examine the thesis in order to maintain a high
level of quality for the graduate school.

Requirements for the PhD Degree
We can offer the doctoral degree medicine, dentistry, and academics.
The PhD degree must be completed within a minimum of four years and
following the completion of 30 graduate credit units in the program.
Students must complete their doctoral dissertation and pass the final
examination. Only students with a successful record of research will be
able to complete their degrees within three years.

(6)
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目

学期 (Semester)

開講コード(Course No.)

070N4001

曜／限 (Date)

単位 (Credit)

月/１(Mon/１)
1

2

070N4002
授業科目名
Course

月/６(Mon/６)
口腔生命科学研究論
Introduction to Oral Life Science Research
前田健康 教授

（摂食環境制御学講座

ext.2815
網塚憲生 教授

e-mail: maedat@dent.niigata-u.ac.jp

（超域研究機構）

ext.0900
山田好秋

教授

e-mail: amizuka@dent.niigata-u.ac.jp

（摂食環境制御学講座

ext. 2821
大島勇人

教授
教授

天谷吉宏
朔

敬

教授
教授

Instructor

渡邊孝一

准教授
教授
准教授
教授
教授

ext. 2863
吉江弘正

教授
ext. 2869

齊藤

力

教授
ext. 2876

高木律男

教授
ext. 2883

小林

博

e-mail: hoshino@dent.niigata-u.ac.jp
生体材料学分野）

e-mail: watakou@dent.niigata-u.ac.jp
分化再生制御学分野）

e-mail: satokata@med.niigata-u.ac.jp

准教授
ext. 2890

歯科基礎移植・再生学分野）

e-mail: kawase@dent.niigata-u.ac.jp

（口腔健康科学講座

ext. 2856
興地隆史

口腔環境・感染防御学分野）

（顎顔面再建学講座

ext. 2927
宮崎秀夫

e-mail: tsaku@dent.niigata-u.ac.jp

（摂食環境制御学講座

ext. 0995
川瀬知之

口腔病理学分野）

（口腔健康科学講座

ext. 2851
里方一郎

e-mail: amayap@dent.niigata-u.ac.jp

（口腔健康科学講座

ext. 2838
担当教員

口腔生化学分野）

（顎顔面再建学講座

ext. 2832
星野悦郎

口腔生化学分野）

e-mail: oda@dent.niigata-u.ac.jp

准教授（顎顔面再建学講座
ext. 2830

硬組織形態学分野）

e-mail: histoman@dent.niigata-u.ac.jp

（顎顔面再建学講座

ext. 2827

口腔生理学分野）

e-mail: yamada@dent.niigata-u.ac.jp

（顎顔面再建学講座

ext. 2812
織田公光

口腔解剖学分野）

予防歯科学分野）

e-mail: hideomiy@dent.niigata-u.ac.jp
（口腔健康科学講座

う蝕学分野）

e-mail: t-okiji@dent.niigata-u.ac.jp
（摂食環境制御学講座

歯周診断・再建学分野）

e-mail: yoshie@dent.niigata-u.ac.jp
（顎顔面再建学講座

組織再建口腔外科学分野）

e-mail: ckrsaito@dent.niigata-u.ac.jp
（口腔健康科学講座

顎顔面口腔外科学分野）

e-mail: takagi@dent.niigata-u.ac.jp
（顎顔面再建学講座

摂食機能再建学分野）

e-mail: kobayash@dent.niigata-u.ac.jp
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野村修一

教授

魚島勝美

（口腔健康科学講座

ext. 2997

e-mail: nomura@dent.niigata-u.ac.jp

教授

歯科総合診療部）

（医歯学総合病院

ext. 0990
齋藤

功

教授

e-mail: fish@dent.niigata-u.ac.jp

（摂食環境制御学講座

ext. 2902
田口

洋

講師

染矢源治

教授

（医歯学総合病院

教授

（顎顔面再建学講座

教授

（顎顔面再建学講座
（口腔生命福祉学科

教授（口腔生命福祉学科
教授

教授

（口腔生命福祉学科 口腔介護支援学講座）
e-mail: masa@dent.niigata-u.ac.jp

（口腔生命福祉学科

ext. 0691
大内章嗣

教授

昭

教授

（口腔生命福祉学科

Place

福祉学講座）

e-mail: ohuchi@dent.niigata-u.ac.jp

（口腔生命福祉学科

ext. 0550
講義・演習場所

口腔衛生支援学講座）

e-mail: k-ono@dent.niigata-u.ac.jp

ext. 0551
鈴木

口腔介護支援学講座）

e-mail: tomizawa@dent.niigata-u.ac.jp

ext. 0697
小野和宏

口腔衛生支援学講座）

e-mail: kaz@ dent.niigata-u.ac.jp

ext. 0906
福島正義

顎顔面放射線学分野）

e-mail: hayashi@dent.niigata-u.ac.jp

ext. 0744
富沢美恵子

歯科侵襲管理学分野）

e-mail: someya@dent.niigata-u.ac.jp

ext. 2914
山崎和久

小児歯科診療室）

e-mail: yo@dent.niigata-u.ac.jp

ext. 2970
孝文

歯科矯正学分野）

e-mail: isao@dent.niigata-u.ac.jp

ext. 2909

林

加齢歯科補綴学分野）

福祉援助学講座）

e-mail: a.suzuki@dent.niigata-u.ac.jp

第 2 講義室(4 階)
No.2 Lecture room (4F)
口腔生命科学研究を進めるにあたって、必要な基本的事項として研究の流
れを理解させた上で、研究課題の設定方法、実験計画法、研究手法、文献
収集法などに関する講義を行う。
第１回 ４/１６（月）
前半：ガイダンス（前田）

講義・演習の概要
Course Outline

後半：PBL ―問題に基づく学生主体の学習―（小野）
第２回 ４/２３（月）
前半：先天性骨格異常の細胞生物学（網塚）
後半：歯の発生生物学、象牙質・歯髄複合体の発生と再生（大島）
第３回 ５/２（水）
前半：骨・歯の遺伝病：低ホスファターゼ症について（織田）
後半：新しい酵素阻害剤の開発（天谷）
第４回 ５/７（月）
前半：顎・口腔領域の感覚と運動機能（山田）
― 4 ―

後半：心理アセスメントとストレススケール（鈴木）
第５回 ５/１４（月）
前半：口腔がんの診断学と細胞生物学（朔）
後半：口腔細菌叢と口腔疾患（星野）
第６回 ５/２１（月）
前半：口腔領域のティッシュ・エンジニアリング（川瀬）
後半：顎・顔面奇形の分子生物学（里方）
第７回 ５/２８（月）
金属と生体の相互作用（渡邊）
第８回 ６/４（月）
前半：口腔疾患の予防は健康寿命の延長に貢献する（宮崎）
後半：健康寿命を支える保健医療制度と歯科医師（大内）
第９回 ６/１１（月）
前半：齲蝕に対する象牙質／歯髄複合体の応答（興地）
後半：歯の変色・着色の原因と治療（福島）
第 10 回 ６/１８（月）
前半：歯周病病因論・歯周再生治療の研究手法（吉江）
後半：歯周疾患の分子生物学（山崎）
第 11 回 ６/２５（月）
前半：顎口腔領域の組織再生・再建（齊藤

力）

後半：粘膜疾患・腫瘍の遺伝子学的診断（高木）
第 12 回

７/２（月）

前半：歯冠修復と欠損補綴（魚島）
後半：高齢者の咀嚼機能（野村）
第 13 回

７/９（月）

前半：口腔機能と欠損補綴（小林

博）

後半：矯正治療に伴う顔貌の変化（齋藤

功）

第 14 回 ７/２３（月）
前半：咀嚼の発達（田口

洋）

後半：顎顔面領域の画像診断学（林）
第 15 回

９/３（月）

前半：小児の口腔疾患

－臨床研究法－

（富沢）

後半：痛みとそのコントロール（染矢）
第 16 回 ９/１０（月）

休講

This course introduces the research activities in Course for Oral Life
Science, Niigata University Graduate School of Medical and Dental
Sciences to the 1st grade graduate students. Each instructor carries
out the lecture on experimental planning and design, research
techniques and literature collection method.
― 5 ―

1. Orientation

(Maeda)

PBL ―Problem Based Learning
2. Cell Biology for Congenital Deformities of Bone

(Ono)
(Amizuka)

Tooth Developmental Biology , Development and regeneration
of Dentin―Pulp complex
3. Genetic disease of bone and tooth:Hypophosphatasia

(Ohshima)
(Oda)

4. Sensory and motor systems of the oral and maxillofacial areas
(Yamada)
Psychological assessment and stress scale
5. Pathological background fororal cancer diagnostics
Bacterail ecology in health and diseases
6. Tissue Engineering in Dental Field
Molecular biology for orofacial malformations
7. Interaction between the metal and the body

(Suzuki)
(Saku)
(Hoshino)
(Kawase)
(Satokata)
(Watanabe)

8. Oral diseases prevention contributes to extend a healthy life span
(Miyazaki)
Health care system and dentist’s duties
9. Responses of dentin/pulp complex to dental caries

(Ohuchi)
(Okiji)

Etiology and management of tooth discoloration and staining
(Fukushima)
10. Periodontal disease and pathogenesis
Molecular Biology of Periodontal Disease

(Yoshie)
(Yamazaki)

11. Tissue Regeneration & Reconstruction for oral & Maxillofacial
Region

(Saito)

Gene-analysis for the diagnosis of the oral neoplasm including
benign mucosal lesions

(Takagi)

12. Crown restoration and Prosthodontics

(Uoshima)

Masticatory function of the elderly

(Nomura)

13. Stomatognothic Function and Prosthodontis

(Kobayashi)

Changes in facial appearance with orthodontic treatment
14. Development of mastication
Diagnostic imaging of oral and maxillofacial region
15. Clinical research on the children’s oral diseases
Pain and pain control

成績の評価方法
Evaluation
教科書・参考書類
Media

(Saito)

(Taguchi)
(Hayashi)
(Tomizawa)
(Someya)

レポートまたは口頭試問または筆記試験で判定する。
Course coordinator will evaluate by reports or oral tests or written
examinations.
各担当教員が指示する。
Each instructor directs the textbook or related papers.

― 6 ―
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開講番号(Course No.)

070N4010
070N4011
070N4012
070N4013

授業科目名
Course

学期 (Semester)

Instructor

月/6 または 7（Mon/6or7）

Place

2

月/3 または 4（Mon/3or4）

２

月/6 または 7（Mon/6or7）

口腔環境・感染防御学演習
Seminar on Oral Ecology in Health and Infection
教授、佐藤尚美助教、上松弘幸助教（口腔健康科学講座

口腔環境・感染防御学分野）
Prof. HOSHINO Etsuro, with 2 senior instructors (Div. Oral
Ecology in Health and Infection)
Ext. 2838

講義・演習場所

単位 (Credit)

月/3 または 4（Mon/3or4）

１

星野悦郎
担当教員

曜／限 (Date)

E-mail: hoshino@dent.niigata-u.ac.jp

口腔健康科学講座口腔環境・感染防御学分野第三研究室
Third laboratory in Div. Oral Ecology in Health and Infection
口腔内に見られる種々の環境要因を分析・解析し、口腔内の細菌性
の病原作用とこれに対する生体の防御機能、また滅菌・消毒、化学
療法の応用など、口腔健康科学に関連する演習を行う。
履修者各個人と協議の上設定する課題について実施する（オーダー
メイド履修）。PBL 方式により全履修者とも同じ時間帯で実施する。
課題の内容： 基礎口腔環境・感染防御実験手技の基礎、口腔環境・
感染防御実験の応用手技、口腔環境・感染防御実験手技の先端手技。
重複して履修してよいが、卒業要件としての単位の認定は 2 単位の

講義・演習の概要
Course Outline

みとなる。
This course includes experimental activities that are concerned
with human oral environment, oral bacteria, human immune
system, antisepsis, sterilization and chemotherapy. PBL system
at the same school time shall be applied.

Each student, in

agreement with the supervisors, will select the problems
relating to research procedures in the field of Oral Ecology in
Health and Infection from basic to advanced levels.

Repeated

study for years is possible, but only 2 credits will be recognized
as the eligibility for completion of the doctoral course.
成績の評価方法
Evaluation
教科書・参考書類
Media

レポートまたは口頭試問または筆記試験で判定する。
Judgment by report or oral test or written examination.
必要な文献・資料を適宜配布する。
The related references will be distributed in this course.
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開講番号(Course No.)

学期 (Semester)

070N4014

1

070N4015
070N4016

2

070N4017

授業科目名
Course

曜／限 (Date)

水/6 または 7

(Wed/6or7)

木/1 または 2

(Thu/1or2)

水/6 または 7

(Wed/6or7)

木/1 または 2

(Thu/1or2)

単位 (Credit)

２

材料解析学演習
Seminar on Biomaterial Science
大川成剛 助教、金谷 貢 助教 (口腔健康科学講座生体材料学分野)

担当教員

Seigo Okawa, Mitsugu Kanatani（Div. Biomaterial Science)

Instructor

Ext. 2852

E-mail: sokawa@dent.niigata-u.ac.jp
kanatani@dent.niigata-u.ac.jp

講義・演習場所
Place

PBL 室

No.007 (4 階)

PBL room

#007 (the 4th floor)

生体材料を研究するための基本的技術の解説と演習を行う。特に、
Ⅹ線マイクロアナライザー又は蛍光Ⅹ線分析を用いた各種生体材料
の２次元元素分析法、種々の材料試験法、Ⅹ線光電子分光による固
体表面解析法及び有限要素解析法について演習を行う。
1回

ガイダンス

2- 5 回

Ⅹ線マイクロアナライザー又は蛍光Ⅹ線分析による
各種生体材料の２次元元素分析法

6-9 回 種々の材料試験法
10-12 回

Ⅹ線光電子分光による固体表面解析法

13-15 回

有限要素解析法の基礎

講義・演習の概要
Course Outline

This seminar course deals with fundamental techniques to research the
biomaterials. In particular, we discuss; two dimensional element maps of
biomaterials by Electron probe microanalysis or X-ray fluorescence
analysis, various tests for mechanical properties, surface analysis by X-ray
photoelectron spectroscopy, and finite element analysis.
.

1
2- 5

Guidance
Two dimensional element maps of biomaterials by Electron
probe microanalysis or X-ray fluorescence analysis

6-9

成績の評価方法
Evaluation
教科書・参考書類
Media

Various tests for mechanical properties

10-12

Surface analysis by X-ray photoelectron spectroscopy

13-15

Finite element analysis

口頭試問または筆記試験で判定する。
Oral test or written examination.
RFSTORATIVE DENTAL MATERIALS (R.G.Craig & J.M.Powers,11thEd
Mosby co.) and related papers
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開講番号(Course No.)

学期 (Semester)

曜／限 (Date)

070N4018

水/1(Wed/1)

070N4019

水/2(Wed/2)

070N4020

水/5(Wed/5)

２

070N4021

土/1(Sat/1)

070N4023

土/2(Sat/2)

Course
担当教官
Instructor
講義・演習場所
Place

2

水/6(Wed/6)

070N4022

授業科目名

単位 (Credit)

形態解析学演習
Practice of Morphological Analysis
井上佳世子

准教授（摂食環境制御学講座

口腔解剖学分野）

Associate Prof. Kayoko Inoue (Div. Oral Anatomy)
Ext. 2816

E-mail: nozawa@dent.niigata-u.ac.jp

摂食環境制御学講座

口腔解剖学分野

実験室

Laboratory in Div. Oral Anatomy
人体の顎口腔諸器官の構造と機能の理解に必要な肉眼解剖学、組織
学、微細構造学の演習を行う。各組織において、光学顕微鏡、共焦
点レーザー顕微鏡、電子顕微鏡といった形態学的解析を用いた演習
を行なう。

講義・演習の概要
Course Outline

1回

ガイダンス

2-5 回

顎顔面の肉眼解剖学

6-9 回

顎顔面の組織学

10-11 回

歯槽骨の形態解析

12-13 回

歯および歯周組織の形態解析

14-15 回

口腔の軟組織の形態解析

This course deals with laboratory works of gross anatomy,
histology and ultrastructure for understanding of normal
structure and function of orofacial organs. The students will be
given chances to operate light and electron microscope and/or
confocal laser microscope.
1.

Guidance

2-5.

Gross anatomy of orofacial organs

6-9.

Histology of orofacial organs

10-11. Analysis of alveolar bone
12-13. Analysis of teeth and periodontal tissues
14-15. Analysis of soft tissues of orofacial organs
成績の評価方法
Evaluation
教科書・参考書類
Media

口頭試問または筆記試験で判定する。
Oral test or written examination
関連論文
Related papers shown by instructor.
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開講番号(Course No.)

学期 (Semester)

070N4024
070N4025

2

070N4027

担当教員
Instructor
講義・演習場所
Place

単位 (Credit)

火/6(Tue/6)
火/7(Tue/7)
火/6(Tue/6)

1

070N4026

授業科目名
Course

曜／限 (Date)

2

火/7(Tue/7)

電気生理学演習
Seminar on Electrical Physiology
山村 健介 准教授（摂食環境制御学講座口腔生理学分野）
Associate Prof. Kensuke Yamamura (Div. Oral Physiology)
Ext. 2822 E-mail: yamamura@dent.niigata-u.ac.jp
ゼミナール室（5F）
Seminar room (5F)
感覚受容および認知の仕組みについて概説し、痛覚をはじめとする口腔
顔面の体性感覚に関する電気生理学的実験法およびその解析、感覚の評
価と臨床的問題などについて演習を行う。
1回
2-3 回

感覚受容のしくみ

4-5 回

感覚神経からの生体信号の記録法

6-7 回

感覚上行路と感覚認知のしくみ

8-10 回

講義・演習の概要
Course Outline

ガイダンス

痛覚受容と認知のしくみ

11-12 回

口腔顔面痛の病態生理

13-14 回

口腔顔面痛の評価

15 回

発表と総括

This course deals with neural mechanisms underlying sensation
and perception of orofacial sensory stimulation in normal and
pathophysiological conditions. We also introduce several
electrophysiological techniques to study the sensory system.
1
2-3

Somatosensory Receptor Mechanisms

4-5

Recordings from Afferent Fibers

6-7

Sensory Ascending Pathways and Perception

8-10

Neurobiology of Pain

11-12

Pathophysiology of Orofacial Pain

13-14

Measurement of Orofacial Pain

15

成績の評価方法
Evaluation

Guidance

Discussion

口頭試問およびレポートで判定する。
Oral test and Report
Neuroscience –Exploring the Brain (Williams & Wilkins)

教科書・参考書類
Media

Essentials of Oral Physiology (Mosby)
Orofacial Pain (Quintessence)
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開講番号(Course No.)

学期 (Semester)

070N4028
070N4030

Course

担当教員
Instructor

水／7 ( Wed/ 7 )

2

水／6 ( Wed/ 6 )

2

070N4031

単位 (Credit)

水／6 ( Wed/ 6 )

１

070N4029

授業科目名

曜／限 (Date)

水／7 ( Wed/ 7 )

硬組織微細構築学演習
Seminar on fine structure of hard tissues
江尻貞一

准教授（顎顔面再建学講座硬組織形態学分野）

鈴木啓展

助教（顎顔面再建学講座硬組織形態学分野）

Associate. Prof. Sadakazu Ejiri (Div. Anatomy and Cell Biology of
the Hard Tissue) Ext. 2813 E-mail: ejiri@dent.niigata-u.ac.jp
Assistant. Prof. Hironobu Suzuki(Div. Anatomy and Cell Biology
of the Hard Tissue) Ext. 2814

講義・演習場所
Place

E-mail: suz@dent.niigata-u.ac.jp

顎顔面再建学講座硬組織形態学分野研究室
Div. Anatomy and Cell Biology of the Hard Tissue
硬組織の微細構造を理解する為に、透過電顕(TEM)、走査電顕
(SEM) 、 共 焦 点 レ ー ザ ー 顕 微 鏡 (CLSM) 、 電 子 分 光 分 析 顕 微 鏡
(EELS)、マイクロ CT(μCT) などを用いて硬組織を観察し、これら
観察装置による所見の解釈を行う。
1 回 ガイダンス
2-3 回 透過型電子顕微鏡 (TEM)
4-6 回 走査型電子顕微鏡 (SEM)
7-9 回 共焦点レーザー顕微鏡 (CLSM)

講義・演習の概要
Course Outline

10-12 回

電子分光型分析顕微鏡 (EELS)

13-14 回

マイクロ CT (μCT)

15 回 成果発表
In order to understand fine structure of hard tissues, this course
will offer a practical training to observe hard tissues using TEM,
SEM, CLSM, EELS andμCT.

Students will discuss about their

findings obtained by the microscopes.
1
2-3

Transmission electron microscope (TEM)

4-6

Scanning electron microscope (SEM)

7-9

Confocal laser scanning microscope (CLSM)

10-12

Electron energy loss spectroscopy (EELS)

13-14

micro CT (μCT)

15
成績の評価方法
Evaluation
教科書・参考書類
Media

Guidance

Oral presentation

出席、成果に関する口頭発表
Attendance, Oral presentation
「よくわかる電子顕微鏡技術」朝倉書店、 「新しい光学顕微鏡
２巻

第

共焦点レーザー顕微鏡の医学・生物学への応用」学際企画、

「バイオイメージングの最先端」石川監修
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先端医療技術研究所

開講番号(Course No.)

学期 (Semester)

070N4032

曜／限 (Date)

火/6 (Tue/6)

2

070N4033

金/4 (Fri/4)

単位 (Credit)

2

授業科目名
Course

硬組織生化学演習
Seminar on Biochemistry of Hard Tissue Disease

担当教員
Instructor

天谷吉宏 准教授（顎顔面再建学講座口腔生化学分野）
Ass. Prof. Yoshihiro Amaya (Div. Biochemistry)
Ext. 2830
E-mail: amaya@dent.niigata-u.ac.jp

講義・演習場所
Place

セミナー室 (5F)
Seminar room (5F)
タンパク質は正しい立体構造を形成しなければ、その機能を発
現することはできない。タンパク質の変異や修飾、pH、イオン強度
の変化、熱ショック、カオトロピックイオンなどはタンパク質の正
しい高次構造の形成を妨げる要因となる。これらの障害に対して細
胞は「タンパク質の品質管理機構」という防御機構をもっている。
正しい立体構造を形成する過程や品質管理機構の異常はアルツハイ
マー病、狂牛病、パーキンソン病などに代表される誤った高次構造
のタンパク質が蓄積する疾患を引き起こす。
本演習ではタンパク質の高次構造形成異常が原因となる疾患に関
する論文紹介のセミナーを行い、これをもとに討論して自らの研究
課題への応用を考える。

講義・演習の概要
Course Outline

The biological function of a protein depends on its
tridimentional structure. Mutations or other variations in the
protein
sequence,
modification,
inappropriate
aqueous
environment (pH, temperature, ionic strength, presence of
chaotropic agents) may lead to misfolding. This misfolding has
the potential to be rescued by "quality control mechanism". If
this mechanism cannot diminish the pool of misfolded protein,
the remaining protein would be degraded or aggregate. Diverse
diseases have been shown to arise from protein misfolding and
aggregation, including Alzheimer’s disease transmissible
spongiform encephalopathies and Parkinson’s disease.
You will present a seminar on a topic of a protein folding
disease by reading recent papers of this field. We will discuss
about the topic and application to our research.
1.

イントロダクション：タンパク質の高次構造形成と疾患
(Introduction: Protein folding and disease)
2. トピックの選択と文献検索
(Selecting your topic and reference search)
3. 発表準備のための質疑応答
(Discussion for developing your topic)
4-15. セミナー
(Seminar)
成績の評価方法
Evaluation
教科書・参考書類
Media

出席 (Attendance) 50%
発表と討論 (Oral presentation and Discussion) 50%
Kaytor, M. D. & Warren, S. T. (1999) J. Biol. Chem. 274:
37507-37510
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開講番号(Course No.)

学期 (Semester)

070N4034
070N4036

Course

Instructor

月曜／６限
月曜／７限

Experiments in Oral Tissue Engineering
知之

准教授（歯科薬理・組織工学分野）

Associate Professor, Tomoyuki Kawase
(Div. of Dental Pharmacology and Oral Bioengineering)
Ext. 2927

講義・演習場所
Place

２

歯科基礎移植・再生学演習
川瀬

担当教員

木曜／４限

２

070N4037

単位 (Credit)

木曜／３限

１

070N4035

授業科目名

曜／限 (Date)

E-mail: kawase@dent.niigata-u.ac.jp

顎顔面再建学講座 歯科薬理・組織工学分野研究室
Laboratory in Div. of Dental Pharmacology and Oral
Bioengineering
硬組織を含む歯周組織の欠損を再生させる治療法の基礎となる細
胞生理学的研究法と移植法の基本について実習を通して指導する。
1.

講義・演習の概要
Course Outline

ガイダンス

2-4.

細胞生理学・薬理学

5-8.

組織工学

9-10.

歯周外科における移植法の基礎

11-13.

細胞移植による組織の再生法

15.

総

括

The aim of this course is to learn the therapeutic basis of oral
regeneration and transplantation in periodontal tissue.
1.

Guidance

2-4. Cellular physiology & pharmacology
5-8. Tissue engineering
9-10.

Basic methodology for transplantation in periodontal

surgery
11-13.
15.
成績の評価方法
Evaluation

Tissue regeneration by a cell-transplantation method

Summary

口頭試問またはレポートで判定する
Oral examination and Report.

教科書・参考書類
Media
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開講番号(Course No.)

学期 (Semester)

曜／限 (Date)

070N4038

1

木／5 (Thu/5)

070N4039

2

木／7 (Thu/7)

授業科目名

細胞培養学演習

Course
担当教員
Instructor
講義・演習場所
Place

講義・演習の概要
Course Outline

成績の評価方法
Evaluation
教科書・参考書類
Media

単位 (Credit)

2

Seminar on Methods in Tissue Culture Experiments
程

珺

准教授（顎顔面再建学講座口腔病理学分野）

Associate Prof. Jun Cheng (Division of Oral Pathology)
Ext. 2834

E-mail: jun@dent.niigata-u.ac.jp

顎顔面再建学講座・口腔病理学分野研究室 (6 階)
Laboratory of Division of Oral Pathology (6F)
細胞培養法を用いた研究を研究課題に選択したものに対し、研究遂
行に必要な培養法に関する基本的に、さらには発展的学理および各
種細胞培養法、器官培養法に関する演習をおこなう。
1回
ガイダンス
2-3 回
培養のための準備・基礎知識（器具の滅菌と培地作製）
4-5 回
基本的手技（細胞分散法、計数法、観察法）
6-7 回
基本的手技（初代培養法、継代法、凍結保存法）
8-9 回
基本的手技（増殖曲線、クローニング）
10-11 回
癌細胞培養法
12-13 回
器官培養法
14-15 回
三次元培養法（ゲル内培養）
This course deals with essential knowledge and techniques for cell、tissue
and organ cultures.
1
Guidance
2-3
Basic knowledge for tissue culture (sterilization of
instruments and preparation of culture medium)
4-5
Cell dispersion, count and observation
6-7
Primary culture, passage and cryopreservation
8-9
Growth curve and cloning
10-11
Carcinoma cells in culture
12-13
Organ culture
14-15
Three dimensional culture (Culture in gels)
レポートまたは口頭試問または筆記試験で判定する。
Report or oral test or written examination.
組織培養の技術（朝倉書店）、細胞培養ハンドブック（中外医学社）、
および関連論文
Technique of Tissue Culture (JS, Asakura Syotein), Handbook of Cell
Culture (T. Suzuki, Tyugaiyigakusya), and related papers.
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開講番号(Course No.)

学期 (Semester)

曜／限 (Date)

金/4

(Fri/4)

金/5

(Fri/5)

金/6

(Fri/6)

070N4043

金/7

(Fri/7)

070N4044

金/4

(Fri/4)

金/5

(Fri/5)

金/6

(Fri/6)

金/7

(Fri/7)

070N4040
070N4041

1

070N4042

070N4045

２

070N4046
070N4047

授業科目名
Course

Instructor
講義・演習場所
Place

2

歯科医療情報学演習
Seminar on Medical and Dental Informatics
鈴木 一郎

担当教員

単位 (Credit)

准教授（医歯学総合病院 地域保健医療推進部）

Ichiro Suzuki (Medical and Dental Hospital, Div. Community
Health Promotion)
Ext.0986
E-mail:suzuki@dent.niigata-u.ac.jp
歯学部図書室
Reading and Computer Room(6F)
研究者として必要なコンピュータやネットワークの基本的知識やそ
の利用法、そして研究に必要な最新の情報をいかにして収集するか
を学ぶ．また、医療情報の質と評価につき議論する．
1.
2-4.
5-6.
7-9.
10-12.
13-15.

ガイダンス
パソコンリテラシ
デジタル・プレゼンテーション技法
インターネットの利用法
医学文献検索
医学情報の質と評価

講義・演習の概要
Course Outline

成績の評価方法
Evaluation
教科書・参考書類
Media

The objective of this course is to learn computer and network
literacy for researcher, and how to keep up the latest information.
In addition, we will discuss quality and evaluation of medical
(dental) information.
1.
Guidance
2-4.
How to use personal computer
5-6.
Digital presentation technique
7-9.
How to access and use the Internet
10-12. Medical library search
13-15. How to qualify and evaluate medical information
発表と討論
Presentation and discussion
インターネット上の関連リソース(書籍は使わない)
Related online resources on the Internet(No textbook is required)
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（選択科目）

Elective Subjects in a Related Discipline
(Elective Subjects)
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開講番号(Course No.)

学期 (Semester)

070N4050

070N4052

Course

木/6,7(Thu/6,7)

４

月/1,2(Mon/1,2)

２

070N4053

単位 (Credit)

月/1,2(Mon/1,2)

１

070N4051

授業科目名

曜／限 (Date)

木/6,7(Thu/6,7)

口腔環境・感染防御学
Oral Ecology in Health and Infection
星野悦郎 教授、佐藤尚美助教、上松弘幸助教（口腔健康科学講座

担当教員
Instructor

口腔環境・感染防御学分野）
Prof. HOSHINO Etsuro, with 2 senior instructors (Div. Oral
Ecology in Health and Infection)
Ext. 2838

講義・演習場所
Place

E-mail: hoshino@dent.niigata-u.ac.jp

口腔健康科学講座口腔環境・感染防御学分野第一研究室
Meeting room at Div. Oral Ecology in Health and Infection (7F)
口腔保健の観点から、口腔内に保持される種々の生物学的環境要因
を考察し、口腔細菌とその感染に対する生体の防御機能を中心に、
口腔の健康な状態と病的状況について履修する。履修者各個人と協
議の上設定する課題について実施する（オーダーメイド履修）。PBL
方式により全履修者とも同じ時間帯で実施する。課題の内容： 口腔
環境と口腔感染、口腔微生物、口腔感染防御。重複して履修してよ
いが、卒業要件としての単位の認定は４単位のみとなる。

講義・演習の概要
Course Outline

Oral

health/diseased

conditions

will

be

discussed

bacteriological and immunological points of views.

from

Ecological

factors in oral cavities are also the targets for oral health and
infection.

PBL system at the same school time shall be applied.

Each student, in agreement with the supervisors, will select the
problems relating to Oral Ecological factors in health and oral
Infection, oral microorganisms, and oral immune system.
Repeated study for years is possible, but only 4 credits will be
recognized as the eligibility for completion of the doctoral course.
成績の評価方法
Evaluation

レポートまたは口頭試問または筆記試験で判定する。
Judgment by report or oral test or written examination.

教科書・参考書類
Media

― 21 ―

開講番号(Course No.)

学期 (Semester)

070N4054

1

070N4055
070N4056

2

070N4057

授業科目名
Course
担当教員
Instructor
講義・演習場所
Place

曜／限 (Date)

火/1･2

(Tue/1･2)

金/6･7

(Fri/6･7)

火/1･2

(Tue/1･2)

金/6･7

(Fri/6･7)

単位 (Credit)

4

生体用金属材料学特論
Advanced Course of Metals for Medical Use
渡邊孝一 准教授 (口腔健康科学講座生体材料学分野)
Kouichi Watanabe (Div. Biomaterial Science)
Ext. 2851
PBL 室

E-mail: watakou@dent.niigata-u.ac.jp

No.007 (4 階)

PBL room 007 on the 4th floor
チタンを中心にして、生体用金属の電気化学的性質、耐食性、生体
適合性、および生体反応を論じ、さらに、生体適合性を改良するた
めの表面改質法を講義する。
1回

ガイダンス

2-3 回

生体用金属材料

4-5 回

チタン：採鉱から生体材料まで

6-8 回

チタン合金

9-15 回

チタン：電気化学的性質と耐食性

16-25 回

チタン：表面性状と生体適合性

26-30 回

チタン：表面改質

講義・演習の概要
Course Outline

This course deals with electro-chemical properties, corrosion resistance,
biocompatibility, and in vivo reactions of metals for medical use, with
focus on titanium. Moreover, we discuss various surface modification
methods to improve biocompatibility.
1

成績の評価方法
Evaluation
教科書・参考書類
Media

Guidance

2-3

Metals for medical use

4-5

Titanium: from mining to biomaterials

6-8

Titanium alloys

9-15

Titanium: electrochemistry and corrosion resistance

16-25

Titanium: surface properties and biocompatibility

26-30

Titanium: surface modification

口頭試問または筆記試験で判定する。
Oral test or written examination.
Ratner BD, et al: Biomaterials Science, Academic Press, 1996, and related
papers
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開講番号(Course No.)

070N4058
070N4059
070N4060
070N4061
授業科目名
Course

学期 (Semester)

１
２

曜／限 (Date)

単位 (Credit)

火/4・5（Tues./4・5）
木/6・7（Tues./6・7）
火/4・5（Tues./4・5）
木/6・7（Tues./6・7）

４

歯内疾患制御学特論
Endodontics

担当教員
Instructor

興地隆史 教授（口腔健康科学講座う蝕学分野）
Prof. Takashi Okiji (Div. Cariology, Operative Dentistry
Endodontics)
Ext. 2863
E-mail: t-okiji@dent.niigata-u.ac.jp

講義・演習場所
Place

口腔健康科学講座う蝕学分野研究室
Laboratory, Division of Cariology, Operative Dentistry & Endodontics

講義・演習の概要
Course Outline

歯髄疾患および根尖性歯周疾患の発症機構に関する生物学的知見を
論じるとともに、歯内療法に関する先端的な処置法（器材、術式）
についての講義を行う。
1回
ガイダンス
2-5 回
歯髄疾患の発症機構
6-9 回
根尖性歯周疾患の発症機構
10-13 回
NiTi 合金製回転切削器具を用いた根管形成法
14-16 回
根管洗浄・根管貼薬
17-21 回
加熱ガッタパーチャ根管充填法
22-26 回
顕微鏡を使用した歯内療法/再歯内治療
27-30 回
難症例への対応
This course will offer current information on (i) biological processes
involved in pulpal and periapical pathologies, and (ii) newly developed
instruments and advanced treatment modalities in endodontics.
1.
Guidance
2-5.
Pathogenesis of pulpal diseases
6-9.
Pathogenesis of periapical diseases
11-13. Root canal preparation with NiTi rotary files
14-16. Irrigation and medication
17-21. Root canal filling with warmed guttapercha
22-26. Microendodontics/endodontic retreatment
27-30. Complex endodontic problems

成績の評価方法
Evaluation
教科書・参考書類
Media

&

口頭試問または筆記試験で判断する。
Oral test or written examination
Textbook of Endodontology (Bergenholtz et al.) および関連論文
Textbook of Endodontology (Bergenholtz et al.) and related papers
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開講番号(Course No.)

070N4062
070N4063
070N4064
070N4065

学期
(Semester)

1
2

曜／限 (Date)

単位 (Credit)

火/6・7（Tues./6・7）
木/4・5（Tues./4・5）
火/6・7（Tues./6・7）
木/4・5（Tues./4・5）

４

授業科目名
Course

歯内疾患制御学演習
Seminar on Endodontics

担当教員
Instructor

子田晃一 准教授（口腔健康科学講座う蝕学分野）
Associate Prof. Kohichi Kota ( Div. Cariology )
Ext.2864
E-mail: kota@dent.niigata-u.ac.jp

講義・演習場所
Place

口腔健康科学講座う蝕学分野研究室
Laboratory in Division of Cariology
齲蝕に起因する歯髄ならびに根尖歯周組織疾患の病因を考察すると
ともに、これら疾患の検査法、診断法、治療法ならびに治療器材の
開発に関する基礎的・臨床的演習を行う。
1回
2− 16 回
17− 30 回

講義・演習の概要
Course Outline

ガイダンス
基礎的歯内治療演習
高度臨床歯内治療演習
（顕微鏡、NiTi ファイル、水酸化カルシウム、
垂直加圧根充）

This course is to discuss the pathogenesis of pulpal and
periapical lesions associated with dental caries and to train the
basic and clinical research works to develop new clinical tests,
diagnosis methods, new endodontic treatments and those
instruments.
1.
Guidance
2-16.
Basic Endodontics
17-30. Advanced Endodontics (Microscope endodontics, NiTi
file, Calcium Hydroxide, New obturation system)

成績の評価方法
Evaluation

教科書・参考書類
Media

臨床実技試験
Clinical Examination

Seltzer and Bender’s Dental Pulp (Quintessence)
Endodontics (Ingle Bakland)
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開講番号(Course No.)

学期 (Semester)

070N4066

070N4068

Course

Instructor

Place

火/6・7（Tues/6・7）

Seminar on cariology
明

講師（医歯学総合病院歯の診療室）

Lecturer Okamoto Akira( Div. Cariology

Operative Dentistry

& Endodontics)
Ext.

講義・演習場所

4

木/4・5（Thur/4・5）

う蝕制御管理学演習
岡本

担当教員

火/6・7（Tues/6・7）

2

070N4069

単位 (Credit)

木/4・5（Thur/4・5）

1

070N4067

授業科目名

曜／限 (Date)

2864

E-mail: okamoto@dent.niigata-u.ac.jp

口腔健康科学講座う蝕学分野研究室
Laboratory in Div. Cariology Operative Dentistry & Endodontics
う蝕の病因、病態の解析、リスクファクターと発症原因の分析とと
もに、う蝕の診断法、治療法ならびに治療器具の開発に関する演習
を行う。
1回

ガイダンス

2-16 回

基礎的う蝕学演習

17-30 回

臨床的う蝕学演習

講義・演習の概要

This course deals with basic cariology, namely the cause,

Course Outline

condition and risk factor of caries. Also, clinical caiology for
diagnosis and treatment of caries are dealt.

成績の評価方法
Evaluation
教科書・参考書類
Media

1

Guidance

2-16

Basic cariology

17-30

Clinical cariology

口頭試問または筆記試験で判定する。
Oral test or written examination
関連論文
Related papers
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開講番号(Course No.)

070N4070
070N4071

授業科目名
Course
担当教員
Instructor

学期 (Semester)

曜／限 (Date)

火/１･2

1

(Tue/１・２)

火/ 6 ･7

(Tue/６・７)

Global Oral Epidemiology
宮崎秀夫

教授（口腔健康科学講座予防歯科学分野）

Prof. Hideo Miyazaki (Div. Preventive Dentistry)
Ext. 2856

E-mail: hideomiy@dent.niigata-u.ac.jp

口腔健康科学講座予防歯科学分野研究室

Place

Laboratory in Div. Preventive Dentistry

Course Outline

成績の評価方法
Evaluation
教科書・参考書類
Media

4

国際口腔疫学

講義・演習場所

講義・演習の概要

単位 (Credit)

種々の口腔疾患予防法の開発，予防プログラムの構築にとって必要
な，疾患のナチュラルヒストリーを明らかにし，その発症・有病の
リスク因子を特定するために，グローバルな視点での疫学的立場か
ら講義を行う。
1 回 ガイダンス
2-7 回 う蝕の疫学，リスクファクターと予防介入
8-13 回 歯周病有病の世界的動向とリスクファクター
14-18 回 口腔癌・前癌病変の世界的有病状態とその発症リスク
19-21 回 不正咬合の人種的特性
22-25 回 途上国・地域の口腔保健
26-30 回 口腔疾患予防プログラム，口腔保健政策
This course deals with global epidemiological on prevalence and
changing pattern of oral diseases. In particular, we discuss
their risk factors to develop community based oral health
programs and systems.
1 Guidance
2-7 Caries epidemiology, risk factor and preventive
intervention
8-13 Global epidemiology of periodontal disease and its risk
14-18 Prevalence of oral cancer/ precancer and their risk
factors
19-21 Prevalence pattern of malocclusion by ethnic group
22-25 Oral health in developing countries
26-30 Oral health program and oral health policy
口頭試問または筆記試験で判定する。
Oral test or written examination.
WHO GODB および関連論文
The WHO Global Oral Data Bank and related papers
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開講番号(Course No.)

学期 (Semester)

曜／限 (Date)

070N4074

1

木/2・４ （Th/2・4）

070N4075

2

木/2・４ （Th/2・4）

授業科目名

地域口腔保健推進学

Course
担当教員
Instructor

葭原明弘

准教授

（口腔健康科学講座予防歯科学分野）

Associate Prof. Akihiro Yoshihara (Div. Preventive Dentistry)
Ext. 2857

E-mail: akihiro@dent.niigata-u.ac.jp

口腔健康科学講座予防歯科学分野研究室

Place

Laboratory in Div. Preventive Dentistry

Course Outline

成績の評価方法
Evaluation
教科書・参考書類
Media

4

Public health dentistry

講義・演習場所

講義・演習の概要

単位 (Credit)

口腔疾患の発生・進行に寄与するリスクファクターおよび健康増進
に寄与するプロテクトファクターの解明を目的に、研究デザイン立
案の方法論と解析方法に関する講義を行う。
１回
ガイダンス
2-5 回
う蝕の診断と発生・進行要因
6-9 回
歯周疾患の診断と発生・進行要因
10-13 回
歯の喪失に対するリスク要因
14-17 回
口腔疾患と全身健康状態との関連
18-30 回
疫学調査における研究デザインおよびデータの解析
This course deals with epidemiological study in order to research
valid diagnostic methods and risk factors for occurrence or
progression of oral disease, and protective factors for healthy
improvement, and with the information processing: data
collection and analysis using appropriate statistical method.
1
Guidance
2-5
Diagnosis and risk factor of dental caries
6-9
Diagnosis and risk factor of periodontal disease
10-13
Risk factors for tooth loss
14-17
Relationship between oral disease and general condition
18-30
Methodology for planning of epidemiological survey and
data analysis
口頭試問または筆記試験で判定する。
Oral test or written examination.
地域口腔保健推進学（サンダース出版）および関連論文
Dentistry, Dental Practice and the Community (B.A. Burt, S.A.
Eklund, W.B. Saunders Co) and Related papers
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開講番号(Course No.)

学期 (Semester)

曜／限 (Date)

070N4078

1

火/3・火/6（The/3・The/6）

070N4079

2

火/3・火/6（The/3・The/6）

授業科目名
Course
担当教員
Instructor

単位 (Credit)
４

地域口腔保健推進学演習
Seminar on public health dentistry
佐久間汐子
Lecturer

講師

（医歯学総合病院予防歯科診療室）

Shihoko Sakuma (Preventive Dentistry Clinic)

Ext. 2861

E-mail: shihopre@dent.niigata-u.ac.jp

講義・演習場所

口腔健康科学講座予防歯科学分野研究室

Place

Laboratory in Div. Preventive Dentistry
口腔疾患に関する診断精度の向上および発生・進行のリスクファク
ターの解明を目的とする疫学調査の研究デザインの立て方およびデ
ータ収集・解析など情報処理について演習する。
１回

講義・演習の概要
Course Outline

ガイダンス

2-6 回

う蝕の診断と発生・進行要因

7-10 回

歯周疾患の診断と発生・進行要因

11-16 回

疫学調査における研究デザイン

17-22 回

疫学調査の実施

23-30 回

疫学調査データの解析

This seminar deals with planning of epidemiological study in
order to research valid diagnostic methods and risk factors for
occurrence or progression of oral disease and exercising
information processing: data collection and analysis using
appropriate statistical methods.
1

Guidance

2-6

Methods of diagnosis and risk factor of dental caries

7-10

Methods of diagnosis and risk factor of periodontal
disease

成績の評価方法
Evaluation
教科書・参考書類
Media

11-16

Methodology for planning of epidemiological survey

17-22

Practice of epidemiological survey

23-30

Statistics and data analysis

口頭試問または筆記試験で判定する。
Oral test or written examination.
地域口腔保健推進学における関連論文
Related papers for public health dentistry
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開講番号(Course No.)

070N4082
070N4083

授業科目名
Course
担当教員
Instructor

学期 (Semester)

１

曜／限 (Date)

火／6・7（Tue/6・７）
水／3.・4（Wed/3･4）

Oral Growth and Development
大島邦子講師（医歯学総合病院小児歯科診療室）
Lecturer Kuniko Ohshima ( Div. Pediatric Dentistry )
Ext. 2909

E-mail: ohshima@dent.niigata-u.ac.jp

口腔健康科学講座小児歯科学分野研究室

Place

Laboratory in Div. Pediatric Dentistry

Course Outline

成績の評価方法
Evaluation
教科書・参考書類
Media

４

口腔成長発達学

講義・演習場所

講義・演習の概要

単位 (Credit)

小児の口腔領域の成長発達について、正常および異常を講義する。
１回 ガイダンス
２－５回 乳歯の萌出と乳歯列の形成および乳歯列の誘導
６－９回 永久歯の萌出と永久歯列の形成および永久歯列の誘導
10－13 回 歯の萌出障害とその誘導
14－15 回 歯列･咬合の成長と咀嚼の発達
16－18 回 吸啜
19－21 回 吸啜から咀嚼へ
22－24 回 咀嚼の発達
25－27 回 吸啜と咀嚼の発達障害
28―30 回 発達障害への対応
This course deals with growth and development in oral region.
1
Guidance
2-5
Eruption of deciduous teeth and their alignment
6-9
Eruption of permanent teeth and their alignment
10-13
Eruption disturbances and their management
14-15
Relationship between growing dentition
and development of sucking and chewing
16-18
Development of sucking
19-21
Developmental change from sucking to chewing
22-24
Development of chewing
25-27
Developmental disturbance of sucking and chewing
28-30
Management for oral development
口頭試問または筆記試験で判定する。
Oral test or written examination
Pedodontics(Munksgaard)および関連論文
Pedodontics(B.Magnusson ed.,Munksgaard) and related papers
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開講番号(Course No.)

070N4086
070N4087

授業科目名
Course
担当教員
Instructor

学期 (Semester)

曜／限 (Date)

単位 (Credit)

金/1・2 (Fri/1・2)

２

金/6・７ (Fri/6・７)

4

障害者歯科治療学演習
Seminar on Dentistry for the Handicapped Patient
松山 順子 助教（口腔健康科学講座小児歯科学分野）
Assistant Professor Junko Matsuyama (Div. Pediatric Dentistry)
Ext. 2909

E-mail: junko@dent.niigata-u.ac.jp

講義・演習場所

小児歯科学分野医局および小児歯科診療室（２階）

Place

Conference room and clinic of Pediatric Dentistry

講義・

様々な心身障害をもつ患者の歯科治療を行う際の、身体的・精神的留意点
について理解を深める。行動障害をもつ患者に対して適切な対応をとる方
法を理解し、その技術を演習する。また歯科における障害者のノーマライ
ゼーションについて考察する。

演習の概要
Course Outline

１回
２－８回
９－１５回

障害者歯科治療学演習について
障害別にみた歯科治療上の留意点
不適応行動への対応方法(総論)

１６－２５回

不適応行動への対応方法(各論および演習)

２５－３０回

歯科における normalization

This seminar deals with managing techniques of the handicapped
patient during dental treatment from physical and mental viewpoints.
We discuss strategies for appropriate use of behavior management to
the patient with behavioral disorder and their normalization in the
dental setting.
1 Guidance of this seminar
2-8 Management problems in the handicapped patient
9-15 Guidelines for Behavior Management
16-25 Practice in behavior management
26-30 Normalization in the dental setting

成績の評価方法
Evaluation
教科書・参考書類
Media

口頭試問または筆記試験で判定する。
Oral test or written examination.
心身障害者の歯科医療（医歯薬出版）および関連論文
Dentistry for the Handicapped Patient and related papers
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開講番号(Course No.)

070N4090
070N4091

授業科目名
Course
担当教員
Instructor
講義・演習場所
Place

講義・演習の概要
Course Outline

成績の評価方法
Evaluation

教科書・参考書類
Media

学期 (Semester)

曜／限 (Date)

単位 (Credit)

２

木/4・5 (Thu/4・5)
木/6・7 (Thu/6・7)

４

小児口腔治療学演習
Seminar of Pediatric Dentistry
田口 洋 講師(医歯学総合病院小児歯科診療室)
Lecturer Yo Taguchi (Pediatric Dentistry of Med& Dent Hospital)
Ext.2909
E-mail:yo@dent.niigata-u.ac.jp
第１講義室(２階)および小児歯科診療室(２階)
No.1 Lecture room (2F) or Clinic of Pediatric Dentistry (2F)
小児の口腔生理機能の発達に関する実験モデルを使用した基礎歯科
学的演習、ならびに小児の成長発育段階に生じる齲蝕・歯の外傷・
歯の再植の疫学・歯の萌出障害・治療法に関する演習を行う。
1 回 小児口腔治療学演習の概略
2-4 回 小児の口腔生理機能の発達過程
5-10 回 小児の口腔生理機能に関する基礎的実験演習
11-15 回 実験演習結果の解析とまとめ
16 回 乳歯・幼若永久歯の齲蝕の疫学
17-19 回 乳歯・幼若永久歯の齲蝕の治療法演習
20 回 歯の外傷・再植の疫学
21-23 回 歯の外傷・再植の治療法演習
24 回 歯の萌出障害の疫学
25-30 回 歯の萌出障害の治療法演習
In the first term, this seminar deals with physiological
development of oral functions in children based upon several
fundamental experiments in humans. In the second term, dental
caries of deciduous teeth and immature permanent teeth,
trauma to immature teeth and replantation of avulsed teeth, and
eruption disturbances of teeth are focused through basic and
clinical practices.
1 Guidance of this seminar
2-4 Physiological development of oral functions in children
5-10 Several fundamental experiments in humans
11-15 Analysis of experiments and oral presentation
16 Epidemiology of dental caries of deciduous and immature
permanent teeth
17-19 Treatment for dental caries of deciduous and immature
permanent teeth
20 Epidemiology of trauma to immature teeth and prognosis
after replantation of avulsed teeth
21-23 Treatment for trauma of immature teeth and replantation
of avulsed teeth
24 Epidemiology of eruption disturbance in several teeth
25-30 Treatment for eruption disturbance of teeth
レポートまたは口頭試問で判定する。
Report or oral test
小児歯科臨床プラクティス(医学情報社出版)
Practice of Clinical Pediatric Dentistry (T Noda & R Sasa eds.,
Igaku-Jouhousha Co., Tokyo, 2001, ISBN 4-900807-36-2)
萌出障害の咬合誘導(医学情報社)
Occlusal Guidance for Tooth Eruption Disturbances (T Noda & Y
Taguchi, Igaku-Jouhousha, Co., Tokyo, 2007)
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講義番号 (Course No.)

学期 (Semester)

070N4094

070N4096

Course

Instructor

月／4･5(Mon/4･5)
木／6･7(Thu/6･7）

Aging and Geriatric Dentistry
教授（口腔健康科学講座加齢歯科補綴学分野）

Prof. Shuichi Nomura (Div. Oral health in Aging and Fixed
Prosthodontics)
Ext.2997

講義・演習場所
Place

４

高齢者顎機能修復学
野村修一

担当教員

木／6･7(Thu/6･7)

２

070N4097

単位 (Credit)

月／4･5(Mon/4･5)

１

070N4095

授業科目名

曜／限 (Date)

E-mail:nomura@dent.niigata-u.ac.jp

口腔健康科学講座加齢歯科補綴学分野研究室
Laboratory in Div. Fixed Prosthodontics
顎口腔機能の加齢変化を追求し，成人期から向老期における咀嚼機
能の管理と高齢者の顎口腔機能の保持・修復に必要な診断・治療法
ならびに高齢社会における歯科医療が果す役割について講義する。
1回

ガイダンス

2-6 回

加齢現象

7-16 回

顎口腔系の加齢変化

17-26 回

高齢者の歯科治療

27-30 回

高齢社会と歯科医療

講義・演習の概要

Lectures consist of investigations of the changes with aging in

Course Outline

the stomatognathic functions, management of masticatory
function in adults, diagnosis and treatment methods required for
the maintenance and restoration of oral functions in the elderly,
and importance of dentistry in the aged society.

成績の評価方法
Evaluation

1

Guidance

2-6

Biological Aspects of Aging

7-16

Changes with aging in the stomatognathic system

17-26

Dental treatments in the elderly

27-30

Dental services in the aged society

口頭試問または筆記試験で判定する。
Oral test or written examination.
高齢者歯科学（永末書店），新老年学(東大出版会)および関連論文

教科書・参考書類

Textbook of Geriatric Dentistry (Munksgaard), Gerontology

Media

-0verview and Perspectives-(University of Tokyo Press) and
related papers
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開講番号(Course No.)

070N4106
070N4107
070N4108
070N4109

学期 (Semester)

１
２

曜／限 (Date)

単位 (Credit)

月/4･5(Mon/4･5)
木/6･7 (Thu/6･7)
月/4･5(Mon/4･5)
木/6･7 (Thu/6･7)

４

授業科目名
Course

顎顔面口腔外科学
Oral and Maxillofacial Surgery

担当教員
Instructor

高木律男 教授（口腔健康科学講座顎顔面口腔外科学分野）
Prof. Takagi Ritsuo (Div. Oral and Maxillofacial Surgery)
Ext. 2883
E-mail: takagi@dent.niigata-u.ac.jp

講義・演習場所
Place

口腔健康科学講座顎顔面口腔外科学分野研究室
Laboratory in Div. Oral and Maxillofacial Surgery
顎顔面領域に発生する奇形・変形症および特殊臓器である顎関節、
唾液腺の疾患などを対象に、予防法、診断法、ならびに全身麻酔下
での治療法、その予後について講義を行う。
1 回 ガイダンス
2-4 回 顎顔面の正常構造と機能
5-9 回 奇形・変形症の病態と診断・治療
10-15 回
腫瘍性疾患の病態と診断・治療
16-19 回
嚢胞病変の病態と診断・治療
20-24 回
骨折・炎症の病態と診断・治療
25-27 回
顎関節疾患の病態と診断・治療
28-30 回
唾液腺疾患の病態と診断・治療

講義・演習の概要
Course Outline

成績の評価方法
Evaluation
教科書・参考書類
Media

This course deals with some diseases originating from oral and
maxillofacial organs, for example congenital and/or
developmental deformities, tumors, cysts, fractures,
inflammation and diseases of temporomandibular joints or
salivary glands. We discuss on diagnosis and treatment
including post operative functional disturbances of diseases
described above.
1
Guidance
2-4 Normal structures and functions of orofacial organs
5-9 Diagnosis and treatment of congenital and/or
developmental deformities.
10-15 Diagnosis and treatment of malignant or benign tumors.
16-19 Diagnosis and treatment of cystic lesions.
20-24 Diagnosis and treatment of fractures and inflammations.
25-27 Diagnosis and treatment for temporomandibular joint
diseases.
28-30 Diagnosis and treatment for salivary gland diseases.
口頭試問または筆記試験で判定する。
Oral test or written examination.
口腔外科学（医歯薬出版）および関連論文
The textbook of Oral and Maxillofacial Surgery (Miyazaki ed.,
Ishiyaku Pub Inc) and related papers
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開講番号(Course No.)

070N4110
070N4111

授業科目名
Course
担当教員
Instructor
講義・演習場所
Place

講義・演習の概要
Course Outline

成績の評価方法
Evaluation
教科書・参考書類
Media

学期 (Semester)

曜／限 (Date)

単位 (Credit)

火/4･5(Tue/4･5)

2

金/6･7 (Fri/6･7)

4

歯科口腔外科学演習
Seminar on Oral Surgery

高木律男 教授（口腔健康科学講座顎顔面口腔外科学分野）
Prof. Takagi Ritsuo ( Div. Oral and Maxillofacial Surgery )
Ext.2883
E-mail: takagi@dent.niigata-u.ac.jp
口腔健康科学講座・顎顔面口腔外科学分野研究室
Laboratory in Div. Oral and Maxillofacial Surgery
口腔の特殊組織に発生する炎症、嚢胞、外傷等の疾患を対象に、問
診、画像・検査所見からの総合的な診断、ならびに最も適した治療
方針の立案、基本的な外科処置について演習を行う。
１回 ガイダンス
２—６回 炎症の治療
７—１０回 嚢胞の治療
１１—１４回 顎骨骨折の治療
１５—１８回 歯とその周囲組織の外科
１９—２４回 歯の再植と移植
２５—３０回 インプラント前処置としての外科治療（骨移植、上
顎洞底挙上術、垂直的歯槽骨延長法）
This seminar course deals with inflammation, cyst and fracture
occurring in the oral and maxillofacial region. We study diagnosis,
treatment and prevention of these diseases, and discuss on the
prognosis of various surgical treatment techniques.
1 Guidance
2 –6 Inflammation
7-10 Cyst
11-14 Fracture
15-18 Oral surgery concerning with teeth and alveolar bone
19-24 Replantation and transplantation of teeth
25-30 Alveolar ridge augmentation for dental implants ( Bone graft,
Sinus-lift, Vertical alveolar distraction )

レポートまたは口頭試問で判断する。
Report or oral test

口腔外科学（医歯薬出版）および関連論文
The textbook of Oral and Maxillofacial Surgery ( Miyazaki ed.,
Ishiyaku Pub Inc ) and related papers
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開講番号(Course No.)
070N4114
070N4115

授業科目名
Course
担当教員
Instructor
講義・演習場所
Place

講義・演習の概要
Course Outline

成績の評価方法
Evaluation
教科書・参考書類
Media

学期 (Semester)
2

曜／限 (Date)
月/4,5 (Mon/4,5)
月/6,7

(Mon/6,7)

単位 (Credit)
4

顎顔面口腔外科学 演習
Seminar on Oral and Maxillofacial Surgery
飯田明彦 准教授 （口腔健康科学講座顎顔面口腔外科学分野）
Associate Prof. Akihiko Iida (Div. Oral and Maxillofacial
Surgery)
Ext. 2884
E-mail: iida@dent.niigata-u.ac.jp
医歯学総合病院・検討会室
Conference room in Dental Hospital
顎顔面口腔領域に発生する歯原性および非歯原性疾患を対象に、問
診、画像・検査所見からの総合的な診断、ならびに最も適した治療
方針の立案、基本的な外科処置について演習を行う。
1-2 回 ガイダンス、治療方針の立案
3-8 回 奇形の総合的アプローチ
9-14 回 変形症の外科処置
15-20 回 口腔腫瘍の治療
21-26 回 顎関節疾患の治療管理
27-30 回 唾液腺疾患の治療
This seminar course deals with odontogenic and non odontogenic
disease in oral and maxillofacial region. We discuss their final
diagnosis judged from clinical, image and laboratory
examinations, and plan best treatment procedures based on
basic surgical skill.
1-2 Guidance and treatment plannning
3-8 General approach for oral anomaly
9-14 Surgical treatment for jaw deformity
15-20 Treatment strategy for oral tumor
21-26 Therapeutic management for temporomandibular disease
27-30 Treatment for salivary gland
レポートまたは口頭試問または筆記試験で判定する。
Course coordinator judge by report or oral test or written
examination.
口腔外科学（医歯薬出版）および関連論文
The textbook of Oral and Maxillofacial Surgery (Miyazaki ed.,
Ishiyaku Pub Inc) and related papers
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開講番号(Course No.)

学期 (Semester)

曜／限 (Date)

単位 (Credit)

070N4118

１

火／６・７（Tue/6・7）

４

授業科目名
Course

口腔インプラント学
Dental implant

担当教員
Instructor

魚島勝美 教授（医歯学総合病院歯科総合診療部）
Prof. Katsumi Uoshima (General Dentistry and Clinical Education Unit)
Ext. 0990
E-mail: fish@dent.niigata-u.ac.jp

講義・演習場所
Place

講義・演習の概要
Course Outline

補綴示説室（５F）
Prosthodontics demo room (5F)
デンタルインプラントに関する基礎的、臨床的知識を全般的に講義
する。概説ではその歴史、背景、意義、重要性、種類、方法等を、
解剖学ではマクロ、ミクロの観点からインプラント適用に際して頭
に入れておくべき項目を学習する。補綴設計はインプラントによる
処置の根幹をなすものであり、インプラント前後の適切な処置は臨
床的に欠くことができない。これらをまとめてインプラントの現状
を熟知すること、さらに今後の研究に関する必要性を認識すること
を本講義の目的とする。
1回
ガイダンス
2－5 回
デンタルインプラント概説
6-10 回
インプラントに必要な解剖学
11-15 回
インプラントに関する補綴設計
16-20 回
インプラントに関連する処置
21-29 回
インプラントに関する研究
30 回
まとめ
Lectures will be given about the backgrounds and basics of
dental implant, clinically important anatomy that is related to
implant, key concepts of implant application and basic/clinical
research on dental implant. The purpose of these lectures is to
fully understand current dental implant for successful
applications.
1
Guidance
2-5
Outline of dental implants
6-10
Anatomy for dental implants
11-15
Prosthodontic design of dental implants
16-20
implant-related pre and/or post treatments
21-29
Research on dental implants
30 Conclusion

成績の評価方法
Evaluation
教科書・参考書類
Media

口頭試問または筆記試験で判定する。
Oral test or written examination.
講義中に指示する。
To be announced during the course.
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開講番号(Course No.)

学期 (Semester)

070N4122

2

曜／限 (Date)

水/5・6

(Wed/5・6 )

単位 (Credit)

4

授業科目名
Course

口腔インプラント学演習
Seminar on treatment of Dental Implants

担当教員
Instructor

藤井規孝 講師（医歯学総合病院歯科総合診療部）
Lecturer, Noritaka Fujii (General Dentistry and Clinical Education Unit)
Ext. 0991
E-mail: norisuke@denta.niigata-u.ac.jp

講義・演習場所
Place

補綴科示説室（5Ｆ），補綴科実習室（5F）
Seminar room for Prosthodontics (5F)，Prosthodontics Laboratory（5F）

講義・演習の概要
Course Outline

主に歯科インプラントの埋入、補綴術式についてスライド、模型を
用いた解説・実習を行う。使用するインプラントは１回法、２回法
を予定。各種インプラントシステムに共通する基本的なコンセプト
についても説明する。
1回
ガイダンス
2-5 回
デンタルインプラントの歴史的変遷
6-10 回
デンタルインプラントの組織反応
11-12 回
デンタルインプラント埋入実習（1 回法）
13-15 回
デンタルインプラント補綴実習（１回法）
16-18 回
デンタルインプラント埋入実習（2 回法）
19-23 回
デンタルインプラント補綴実習（2 回法）
24-26 回
インプラントアバットメントの最新コンセプト
27-29 回
インプラント上部構造に関する考察
30 回
まとめ
The aim of this course is to learn about the dental implant. The
lecture concerning an install operation of dental implant and the
prosthodontic methods of that will be given. This course
including explanation and clinical practice on one-staged and
two-staged dental implant system, the basic common concepts
for them will be remarked.
1
Guidance
2-5 The historical changes of the dental implants
6-10 The histological reaction to the dental implants
11-12 Clinical practice of the implant(one-staged operation)
13-15 Prosthodontic procedure for the one-staged implant
16-18 Clinical practice of the implant(two-staged operation)
19-23 Prosthodontic procedure for the two-staged implant
24-26 Recently concept of an abutment for the dental implant
27-29 A discussion about the superstructure
30
Conclusion

成績の評価方法
Evaluation
教科書・参考書類
Media

口頭試問または筆記試験で判定する。
Oral test or written examination
インプラント周囲のティッシュ・マネージメント
ンテッセンス出版株式会社）等
Implant site development N.Sato
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佐藤直志（クイ

開講番号(Course No.)

070N4130
070N4131

授業科目名
Course

学期 (Semester)

曜／限 (Date)

月/3・4 (Mon/3・4)

１

月/6・7(Mon/6・７)

Instructor

Pediatric Dentistry : Treatment of Children’s Oral Diseases
（歯学部口腔生命福祉学科口腔介護支援学講座）

Prof. Mieko Tomizawa (Department of Oral Health and Welfare, Faculty
of Dentistry)
Ext.0906

講義・演習場所
Place

講義・演習の概要
Course Outline

成績の評価方法
Evaluation
教科書・参考書類
Media

4

小児口腔治療学
富沢美惠子 教授

担当教員

単位 (Credit)

E-mail: tomizawa@dent.niigata-u.ac.jp

口腔生命福祉学科図書室（３F）
Library of Dept. of Oral Health and Welfare（３F）
小児の口腔疾患の病因・予防・治療・予後管理に関する講義を行う。
1-4 回 ガイダンス、発育期別口腔疾患
5-7 回 歯の異常と歯列･咬合への影響
8- 10 回
口腔疾患と歯の萌出障害
11-13 回
小児の齲蝕と関連疾患
14-16 回
乳歯･永久歯の外傷
17-22 回
小児の顎骨病変、口腔軟組織疾患
23-25 回
小児の口腔外科的処置
26-28 回
全身疾患のある小児の歯科的管理
29,30 回
小児歯科治療と Quality of Life
This course deals with etiology, prevention, treatment and
management of children’s oral diseases.
1-4
Guidance, Oral diseases in the developmental stages
5-7
Dental anomalies and the effects on the occlusion
8-10 Oral diseases and tooth eruption disturbances
11-13 Children’s dental caries and related diseases
14-16 Traumatic injury of the primary and permanent teeth
17-22 Diseases of jaw bone & oral soft tissue in children
23-25 Surgical treatment in Pediatric Dentistry
26-28 Dental management of medically compromised children
29,30 Pediatric Dentistry and the Quality of Life
口頭試問またはレポートで判定する
Oral test or report
Pediatric Dentistry, Infancy through adolescence ( Pinkham JR,
ed., Saunders Co.)
Original prints and related papers
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開講番号(Course No.)

学期 (Semester)

070N4134

曜／限 (Date)

月/4・5（Mon/4・5）

1

070N4135
070N4136

月/6・7（Mon/6・7）

授業科目名

4

月/4・5（Mon/4・5）

2

070N4137

単位 (Credit)

月/6・7（Mon/6・7）

う蝕制御管理学特論

Course

Cariology
福島正義

担当教員

教授（歯学部口腔生命福祉学科口腔介護支援学講座）

Prof. Masayoshi Fukushima(Div. of Oral Care and Rehabilitation)

Instructor

Ext.0697

E-mail: masa@dent.niigata-u.ac.jp

4 階示説室

講義・演習場所
Place

Demonstration Room (4 F)
基礎う蝕学として、う蝕の病因論および病態論について、臨床う蝕
学として、リスクファクターと発症原因の分析、CO の対処法、病
巣無菌化組織修復療法などについて講義を行う。
1回
2-6 回

ガイダンス
基礎う蝕学：病因論

7-11 回

講義・演習の概要

12-16 回

臨床う蝕学：リスクファクター

17-23 回

初期病変と対処法

24-30 回

病巣無菌化組織修復

This

Course Outline

病態論

course

deals

with

etiology

and

patho-morpho-symptomatology as the basic cariology，and risk
factor analysis and LSTR (lesion sterilization and tissure
regeneration) therapy as the clinical cariology.
1.

1. Guidance
2-6. Basic cariology: Etiology and pathogenesis
7-11. Basic cariology: Patho-morpho-symptomatology
12-16. Clinical cariology: Analysis and control of risk factors
17-23. Clinical cariology: Therapy for initial stages
24-30. ClinicalCariology: LSTR therapy

成績の評価方法
Evaluation
教科書・参考書類
Media

口頭試問または筆記試験で判定する。
Oral test or written examination
Cariology for the Nineties (University of Rochester Press)
Dental Caries –The disease and its clinical management
(Blackwell-Munksgaard)
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開講番号(Course No.)

070N4138
070N4139

学期 (Semester)

曜／限 (Date)

水/4･5 (Wed/4･5)

1

水/6･7 (Wed/6･7)

単位 (Credit)

4

授業科目名
Course

歯科口腔外科学
Oral Surgery

担当教員
Instructor

小野和宏 教授（歯学部口腔生命福祉学科口腔衛生支援学講座）
Prof. Kazuhiro Ono (Department of Oral Health and Welfare,
Faculty of Dentistry)
Ext.0691
E-mail: k-ono@dent.niigata-u.ac.jp

講義・演習場所
Place

口腔生命福祉学科教室
Laboratory in Division of Dental Hygiene and Health Promotion
口腔の特殊組織に発生する炎症、嚢胞、外傷等の疾患を対象に、予
防法、診断法ならびに外来において行う局所麻酔下の治療法、その
予後を中心に講義を行う。
1 回 ガイダンス（口腔外科の特殊性）
2-６回 顎口腔の炎症
7-10 回 顎口腔の嚢胞
11-14 回 顎骨骨折
15-18 回 歯とその周囲組織の外科
19-24 回 歯の再植と移植
25-30 回 歯槽骨延長術

講義・演習の概要
Course Outline

成績の評価方法
Evaluation
教科書・参考書類
Media

This course deals with inflammation, cyst and fracture occurring
in the oral and maxillofacial region. We study diagnosis,
treatment and prevention of these diseases, and discuss the
prognosis of various surgical treatment techniques.
1
Guidance
2-6
Inflammation
7-10
Cyst
11-14 Fracture
15-18 Oral surgery concerning with teeth and alveolar bone
19-24 Replantation and transplantation of teeth
25-30 Distraction osteogenesis
口頭試問または筆記試験で判定する。
Oral test or written examination
口腔外科学（医歯薬出版）
図説 口腔外科手術学（医歯薬出版）
Atlas of Replantation and Transplantation of Teeth (Mediglobe)
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開講番号(Course No.)

学期 (Semester)

070N4146

Ⅰ

070N4147

Ⅱ

授業科目名
Course
担当教員
Instructor
講義・演習場所
Place

曜／限 (Date)
金/１・２

単位 (Credit)

( Tue/4・5)

木/６・７ （Thu/6・7）

4

衛生・福祉統計学演習
Statistics for health and social welfare
八木

稔

准教授 （歯学部口腔生命福祉学科口腔衛生支援学講座）

Associate Prof. Minoru Yagi (Dep. of Oral Health and Welfare)
Ext.0548

E-mail: yagiprev@dent.niigata-u.ac.jp

口腔生命福祉学科研究室
Laboratory in Dep. of Oral Health and Welfare
歯科保健を含む衛生学および社会福祉に関連する調査研究のた
め，エビデンスを高めるための研究デザイン，対象の設定，および
それに対応した解析方法について演習を行う。
１回

講義・演習の概要
Course Outline

ガイダンス

2- 6 回

研究デザインとバイヤスの回避

7-10 回

統計手法の選択-記述的研究

11-16 回

統計手法の選択-検証的研究

17-22 回

交絡因子の調整

23-30 回

特殊な研究デザインと検出力の確保

This seminar deals with statistics including research design,
setting of subjects, and statistical methods upon health, dental
health and social welfare to search advanced evidence.
1

成績の評価方法
Evaluation
教科書・参考書類
Media

Guidance

2- 6

Research design and bias

7-10

Choice of statistical methods – descriptive study

11-16

Choice of statistical methods – confirmatory study

17-22

Adjustment of confounding factor

23-30

Advanced research design and power of detection

口頭試問または筆記試験で判定する。
Oral test or written examination.
津崎晃一監訳：数学いらずの医科統計学，メディカル・サイエンス・
インターナショナル
Motulsky, H.: Intuitive Biostatistics, Oxford University Press
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開講番号(Course No.)

070N4150
070N4151
070N4152
070N4153
授業科目名
Course

担当教員
Instructor
講義・演習場所
Place

講義・演習の概要
Course Outline

学期 (Semester)

曜／限 (Date)

This seminar will be focused on the biomechanical aspects of
Prosthodontics. First, we will discuss the various post and core
systems from the point of view of tooth fracture prevention.
Then, the graduate students will review the types, designs,
materials and dimensions of different prosthetic restorations,
including implant superstructures, and they will debate about
their appropriate selection for typical clinical cases.
1
2-5
6-10
11-15
16-25
25-29

成績の評価方法
Evaluation
教科書・参考書類
Media

単位 (Credit)

月／1･2（Mon/1･2）
１
火／6, 木／6（Tue/6, Thu/6）
4
月／1･2（Mon/1･2）
２
火／6, 木／6（Tue/6, Thu/6）
歯科補綴応用生体力学演習
Seminar on Biomechanics Applied to Prosthodontics
ステガロユ・ロクサーナ 准教授（口腔生命福祉学科口腔介護支援
学講座）
Associate Prof. Roxana Stegaroiu (Dept. of Oral Health and
Welfare, Div. of Oral Care and Rehabilitation)
Ext. 0547
E-mail: roxana@dent.niigata-u.ac.jp
口腔健康科学講座加齢歯科補綴学分野研究室
Laboratory in the Div. of Fixed Prosthodontics
生体力学的な根拠に基づいて、失活歯の破折予防等を考慮した支台
築造や、歯列修復治療に用いる補綴物の種類、デザイン、寸法等の
最適な選択、およびインプラント補綴治療に際してのインプラント
体の種類、寸法等と上部構造の種類、材質等の最適な選択法につい
て演習する。
1回
ガイダンス
2-5 回 生体力学と補綴学
6-10 回
失活歯の破折と支台築造
11-15 回
生体力学の原理と歯列修復治療
16-25 回
生体力学の原理とインプラント治療
25-29 回
従来補綴物対インプラント（歯列修復治療の選択）
30 回 まとめ

Guidance
Biomechanics and Prosthodontics
Post and core types and tooth fracture
Biomechanical principles and dental arch reconstruction
Biomechanical principles and implant treatment
Conventional prostheses vs. implants (selection of the
appropriate treatment option)
30
Summary and conclusions
口頭試問または筆記試験で判定する。
Oral test or written examination.
“Fundamentals
of
Fixed
Prosthodontics”
(Herbert
T.
Shillingburg, Jr. et al, Quintessence books, 1997) and related
articles from prosthodontic journals
“Contemporary Implant Dentistry” 2nd Edition (Carl E. Mish,
Mosby, 1999) and related articles from implant journals
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開講番号(Course No.)

学期 (Semester)

曜／限 (Date)

070N4154

１

月/1.5(Mon./1,5)

単位 (Credit)

４
070N4155
授業科目名
Course

２
地域保健医療福祉方法論

Community Approach to Health and Social Welfare
鈴木昭

担当教員
Instructor

教授（口腔生命福祉学科福祉援助学講座）

Prof. Akira Suzuki (Dept. of Oral Health and Welfare, Div. of
Social Work )
Ext.0550

講義・演習場所
Place

火/6.7(Tues./6,7)

E-mail:a.suzuki@dent.niigata-u.ac.jp

福祉援助学講座研究室
Laboratory in Div. of Social Work
地域における保健福祉増進と支援に関する理論的背景とその諸方法
について講義及び演習を行う。
This course deals with the theoretical backgrounds and basic
methods of promoting health and social welfare in the
community and help individual people by considering the social
settings and systems.

講義・演習の概要
Course Outline

１

Guidance

2-6

Life-span development and health behavior.

7-10

International Classification of Functioning, Disability
and Health (WHO 2001)

成績の評価方法
Evaluation
教科書・参考書類
Media

11-17

Crisis Intervention

17-23

Consultation Method

24-26

Health Education

27-29

Social Support and Empowerment

30

Summary

Report or written examination
Orford, J. “Community Psychology Theory and Practice” Wiley,
1992
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開講ｺｰﾄﾞ(Course No.)

学期 (Semester)

曜／限 (Date)

070N4156

火/5 (Tue/5)

070N4157

木/5 (Thu/5)

1

070N4158

木/6 (Thu/7)

070N4159

木/7 (Thu/7)

070N4160

火/5 (Tue/5)

070N4161

木/6 (Thu/7)

070N4163
Course

木/7 (Thu/7)

口腔健康科学特論
Advanced Seminar of Oral Health Science
高橋英樹

担当教員
Instructor

准教授

（歯学部口腔生命福祉学科福祉援助学講座）

Associate Prof. Hideki Takahashi (Div. of Social Work, Dep. of Oral
Health and Welfare)
Ext. 0555

講義・演習場所
Place

2

木/5 (Thu/5)

2

070N4162
授業科目名

単位 (Credit)

E-mail: takahashi@dent.niigata-u.ac.jp

口腔生命福祉学科セミナー室
Seminar room in Dep. of Oral Health and Welfare
主に高齢者及び障害者福祉分野におけるソーシャルワーク実践を題材に
して，現在活用される主要な実践モデルに即した検討，分析を行い，そこ
から導き出されるインプリケーションを実践にフィードバックしながら，
ソーシャルワークを学習する。
１回

ガイダンス

２－５回

一般システム論

６－11回

エコシステム論

12－16回
22－26回

エンパワーメントの視点
ストレングスの視点
ナラティブの視点

27－30回

まとめ

17－21回

講義・演習の概要
Course Outline

The subject of this seminar is mainly social work practice in the welfare
for senior citizens and handicapped persons fields. The study of social
work will be performed through the following steps: examination and
analysis of the main practice models that are presently in use, deduction
of the implications from these models and practical feedback.

成績の評価方法
Evaluation
教科書・参考書類
Media

１

Guidance

２－５

General system theory

６－11

Eco-systems theory

12－16

Empowerment perspective

17－21

Strength perspective

22－26

Narrative perspective

27－30

Generalization

口頭試問または筆記試験で判定する。
Oral test or written examination.
ソーシャルワークにおける関連論文
Related papers for Social Work
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開講番号(Course No.)

学期 (Semester)

曜／限 (Date)

水/1･2(Wed1･2)

070N4201

1

070N4202

火/6･7 (Tue6･7)

Course
担当教員
Instructor
講義・演習場所
Place

4

土/3･4 (Sat/3･4)

070N4203

授業科目名

単位 (Credit)

顎口腔解剖学
Oral and Maxillofacial Anatomy
前田健康 教授 (摂食環境制御学講座口腔解剖学分野)
Prof. Takeyasu Maeda (Div. Oral Anatomy)
Ext. 2815

E-mail: maedat@dent.niigata-u.ac.jp

摂食環境制御学講座・口腔解剖学分野医局
Conference room in Div. Oral Anatomy
人体の顎口腔諸器官の正常な構造、発生過程に関して肉眼解剖学的、
組織学的、微細構造学的立場から、細胞生物学的側面、臨床的な観
点を重視した講義を行う。
1回

講義・演習の概要
Course Outline

ガイダンス

2-10 回

顎顔面の正常構造

11-15 回

顎顔面の発生過程

16-20 回

歯髄・歯根膜神経の神経可塑性

21-25 回

インプラントと組織反応

26-30 回

顎関節の病態

This course deals with normal structure and development of
human organs in orofacial region from the macro- and
microscopic and cell biological viewpoints. In particular, we
discuss their reactions to clinical procedures.
1
2-10
11-15

成績の評価方法
Evaluation
教科書・参考書類
Media

Guidance
Normal structure of orofacial organs
Normal development of orofacial organs

16-20

Neuroplasticity of pulpal and periodontal nerves

21-25

Tissue reactions to implantation

26-30

Pathophysiology of temporomandibular joint

口頭試問または筆記試験で判定する。
Oral test or written examination.
口腔組織発生学(医歯薬出版)および関連論文
The textbook of Oral Histology and Embryology (A.R. Ten Cate,
ed., Mosby Co.) and related papers
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開講番号(Course No.)

学期 (Semester)

曜／限 (Date)

金/1･2 (Fri/1･2)

070N4205

１

070N4206

水/6･7(Wed/6･7)

070N4207

土 1･2 (Sat/1･2)

070N4208

金/1･2 (Fri/1･2)
２

070N4209

Course
担当教員
Instructor
講義・演習場所
Place

4

水/6･7(Wed/6･7)
土 1･2 (Sat/1･2)

070N4210

授業科目名

単位 (Credit)

顎口腔運動機能学
Oral and Maxillofacial Kinesiology
山田好秋

教授

（摂食環境制御学講座口腔生理学分野）

Prof. Yoshiaki Yamada (Div. Oral Physiology)
Ext. 2821 E-mail: yamada@dent.niigata-u.ac.jp
Seminar room (5th floor) and through Internet
In this course, mastication and swallowing are discussed as main
topics together with the general physiology related to the motor
behaviors. The details are available on the web sites.
1-2.

Introduction to Kinesiology

3-4.

Structure of the Nervous System

5-6.

Sensory System

7-8.

Motor System

9-10. Reflex
講義・演習の概要
Course Outline

11-12. Rhythmical Movement
13-14. Voluntary Movement
15-16. Mastication
17-18. Masticatory Center
19-20. Pathophysiology of Mastication
21-22. Swallowing
23-24. Swallowing Center
25-26. Swallowing Disorders
27-28. The interaction between the mastication and swallowing
29-30. Discussion Period

成績の評価方法
Evaluation
教科書・参考書類
Media

Report or written examination
See http://www.dent.niigata-u.ac.jp/physio/physio.html
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開講番号(Course No.)

学期 (Semester)

070N4211
070N4212
070N4213

曜／限 (Date)

１
2

070N4214

単位 (Credit)

土/1，2 (Sat/1,2)
水/6，7 (Wed/6,7)
土/1，2 (Sat/1,2)
水/6，7 (Wed/6,7)

授業科目名
Course

顎顔面矯正学
Dentofacial Orthodontics

担当教員
Instructor

齋藤 功 教授（摂食環境制御学講座・歯科矯正学分野）
Prof. Isao Saito (Div. Orthodontics)
Ext. 2902
E-mail: isao@dent.niigata-u.ac.jp

講義・演習場所
Place

4

実習セミナー室（4F）
Seminar room for practice (4F)
正常咬合、歯性および骨格性不正咬合の原因、診断について述べ、
矯正治療に伴う顎顔面複合体あるいは咬合の変化についても概説す
る。また、実際の症例を呈示し、症例による治療効果の違いについ
て講義する。
1 回 ：
2-4 回 ：
5-10 回：
11-18 回：
19-25 回：
26-30 回：

講義・演習の概要
Course Outline

This course will offer information on normal occlusion, etiology of
dental/skeletal malocclusion and changes in dentofacial complex
and occlusion with orthodontic treatment. The differences in
orthodontic treatment effects between individual cases will be
also discussed.
1:
2-4:
5-10:
11-18:
19-25:
25-30:

成績の評価方法
Evaluation
教科書・参考書類
Media

ガイダンス
正常咬合
不正咬合の原因
不正咬合の診断
矯正治療による顎顔面および咬合の変化
矯正治療の方法

Guidance
Normal occlusion
Etiology of malocclusion
Diagnosis of malocclusion
Changes in dentofacial complex and occlusion with
treatment
Methods for orthodontic correction

出席，レポートおよび口頭試問
Attendance, term report and oral examination
現代歯科矯正学および関連論文
The textbook of CONTEMPORARY ORTHODONTICS (3rd
edition; W. Proffit, ed., Mosby Year Book, Inc.) and related papers
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開講番号(Course No.)

070N4215
070N4216
070N4217
070N4218

学期 (Semester)

1
２

曜／限 (Date)

水／3・４（Wed/3・4）
木／6・７（Thu/6・7）
水／3・４（Wed/3・4）

単位 (Credit)

4

木／6・７（Thu/6・7）

授業科目名
Course

顎顔面成長発育学
Growth and Development in Craniofacial Region

担当教員
Instructor

森田修一 准教授（摂食環境制御学講座・歯科矯正学分野）
Ass. Prof. Shuichi Morita (Div. Orthodontics)
Ext. 2903
E-mail: morita@dent.niigata-u.ac.jp

講義・演習場所
Place

講義・演習の概要
Course Outline

成績の評価方法
Evaluation
教科書・参考書類
Media

摂食環境制御学講座・歯科矯正学分野研究室
Conference room in Div. Orthodontics
顎顔面の成長発育を概説し，成長発育に対する矯正治療の効果につ
いて講議する。また，各種矯正装置の作用機序，効果，作成法につ
いても概説する。
1 回 ガイダンス
2-4 回 全身の成長発育，増加量曲線，生物学的年齢
5-8 回 顎顔面頭蓋の成長発育
9-12 回 咬合の発育
13-16 回 正常咬合，咬合異常
17-21 回 成長発育の評価
22-30 回 矯正診断学，治療学
This course deals with growth and development in craniofacial
region and treatment effects of orthodontic appliances in
maxillofacial regions.
1 Guidance
2-4 Patterns of systemic growth, Growth curve, Biological age
5-8 Growth and development in craniofacial region
9-12 Development of the dentition
13-16 Normal occlusion, Malocclusion
17-21 Evaluation of growth and treatment effects
22-30 Diagnosis and
口頭試問または筆記試験で判定する。
Oral test or written examination
Contemporary Orthodontics 3rd ed. (William R. Proffit, C.B.
Mosby Co.)
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開講番号(CourseNo.)

070N4219
070N4220
070N4221
070N4222

授業科目名
Course
担当教員
Instructor
講義・演習場所
Place

講義・演習の概要
Course Outline

成績の評価方法
Evaluation
教科書・参考書類
Media

学期 (Semester)

1
2

曜／限 (Date)

単位 (Credit)

水/1･2（Wed/1･2）
水/6･7（Wed/6･7）
水/1･2（Wed/1･2）
水/6･7（Wed/6･7）

4

顎顔面矯正学演習
Seminar on Craniofacial growth and development
八巻正樹 助教（摂食環境制御学講座・歯科矯正学分野）
Assistant Prof. Masaki Yamaki (Div. Orthodontics)
Ext. 2904
E-mail: orthoboy@dent.niigata-u.ac.jp
歯科矯正学分野研究室（４階）
Conference room in Div. Orthodontics
矯正患者の顎顔面の成長発育について分析演習を行う．また，矯正
治療計画の検討，演習も行う．
1回
ガイダンス
2-4 回
矯正治療の目的
5-8 回
歯列と咬合の分析実習
9-15 回
顎顔面成長発育の分析実習
16-17 回 矯正検査の解説
18-24 回 治療計画の立案
25-27 回 矯正治療の解説
27-30 回 症例の供覧
This course deals with the practice of craniofacial growth and development
analysis in orthodontic patients, and also the practice of planning
orthodontic treatment.
1.
Guidance
2-4.
Aim of orthodontic treatment
5-8.
Analysis of dentition and occlusion
9-15. Analysis of craniofacial growth and development
16-17. Introduction of orthodontic examination
18-24. Planning orthodontic treatment
25-27. Introduction of various orthodontic procedures
27-30. Case presentation
出席，レポートおよび口頭試問で判定する．
Based on attendance, presentations, reports and/or oral interviews.
現代歯科矯正学，顎関節症のとらえ方と対応の仕方(日本歯科評論)
The textbook of Contemporary Orthodontics and Management of
Temporomandibular Disorders and Occlusion
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開講番号(Course No)

学期（Semester）

曜/限（Data）

070N4223

１

木/６・７

(Thu/ 6・7)

070N4224

２

木/６・７

(Thu/ 6・7)

授業科目名
Course

（Instructor）

Dysphasia Rehabilitation
誠

准教授 (摂食環境制御学講座摂食・嚥下リハビリテーシ

ョン学分野)
Associate Professor Makoto Inoue (Div. Dysphasia Rehabilitation)
Ext. 0733

講義・演習場所
(Place)

４

摂食・嚥下障害治療学演習
井上

担当教員

単位(Credit)

E-mail : inoue@dent.niigata-u.ac.jp

摂食環境制御学講座摂食・嚥下リハビリテーション学分野研究室
Laboratory in Div. Dysphasia Rehabilitation
摂食・嚥下に関わる顎口腔機能の加齢変化を追求し、脳血管障害や
頭頚部悪性腫瘍摘出後などにより生じた摂食・嚥下障害や味覚障害
の治療法について実践的な指導に関する演習を行う。
1

ガイダンス

2－8

摂食・嚥下の正常機能と加齢変化

9－15

摂食・嚥下障害の病態

16－20

リハビリテーション医療概論

21－30

統合医療概論

This course deals with aging change of orofacial function about
ingestion. We discuss the diagnosis / treatment method in
講義・演習の概要
Course outline

dysphasia and taste disorder that occurred by cerebral vascular
disease or head neck cancer after operation. changes of
morphology and function in aging to graduate students who are
facing an aging society as dentists. Moreover, this course deals
with medical system, social welfare, social security including care
insurance for elderly. This discipline is aiming to rise level up of
humanity as medical staff for elderly and disabled persons.
1

成績の評価方法
Evaluation
教科書・参考書類
Media

Guidance

2－8

Normal function and aging change of ingestion

9－15

Pathophysiology of dysphasia

16－20

Introduction of rehabilitation medicine

21－27

Approach of dysphasia patient

28－30.

Introduction of holistic medicine

口頭試問または筆記試験で判定する
Oral test or written examination
摂食・嚥下リハビリテーション(医歯薬出版)及び関連論文
The textbook of Dysphasia Rehabilitation (A.R.Ten Cate, ed.,mosby Co.)
and related papers
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開講番号(Course No.)

学期 (Semester)

070N4231

月／6・7(Mon/6・7)

２

授業科目名

歯周治療評価学

担当教員
Instructor
講義・演習場所
Place

4

月／1・2(Mon/1・2)

070N4233

Course

単位 (Credit)

月／1・2(Mon/1・2)

1

070N4232

曜／限 (Date)

Periodontics
吉江弘正
Prof.

教授（摂食環境制御学講座歯周診断・再建学分野）

Hiromasa Yoshie (Div. of Periodontology)

Ext. 2869

E-mail: yoshie@dent.niigata-u.ac.jp

摂食環境制御学講座歯周診断・再建学分野研究室
Labolatory in Div. of Periodontology
免疫遺伝子診断法の理論と手法の修得を目的に講義を行う。また歯
周組織再生・再建治療法の理解ならびに実技の修得、さらに評価法
の理論と実践を講義する。
1- 5 回
6 -10 回

講義・演習の概要
Course Outline

歯周疾患の病因論
多型解析と歯周疾患、関連疾患

11-15 回

DNA 抽出、PCR 法とサイクルシークエンス

16-20 回

組織工学と歯周組織再生の基本概念

21-25 回

ヒト歯周組織構成細胞の培養と臨床応用

26-30 回

増殖因子を用いた組織工学的歯周組織再生法

This course exercises for the principle of analyses for genetic
polymorphism

associated

with

periodontal

disease,

and

acquisition of its technique. Moreover, an understanding of
periodontal tissue regeneration and acquisition of practical skill,
and also practice of an eavaluation method are exercised.
1-5 Etiology of periodontal diseases
6 -10 Polymorphism and periodontal diseases
11-15 Polymerase chain reaction and cycle sequencing
16-20 Principles of periodontal tissue engineering
21-25 Human cell culture
26-30 Periodontal tissue regeneration by growth factors
成績の評価方法
Evaluation
教科書・参考書類
Media

口頭試問または筆記試験で判定する。
Oral test or written examination
ヒトの分子遺伝学（バイオス出版）および組織工学（クインテッセ
ンス出版）、SNP 遺伝子多型の戦略（中山書店）

― 51 ―

開講番号(Course No.)

学期 (Semester)

070N4235

授業科目名
Course
担当教員
Instructor
講義・演習場所
Place

単位 (Credit)

木/1・2 (Thu/1・2)

２

070N4236

曜／限 (Date)

木/3・4 (Thu/3・4)

4

歯周医学演習
Seminar on Periodontal Medicine
久保田

健彦

講師（医歯学総合病院歯周病診療室）

Senior Lecturer Takehiko Kubota (Div. of Periodontology)
Ext. 2870

E-mail: kubota@dent.niigata-u.ac.jp

摂食環境制御学講座歯周診断・再建学分野研究室
Laboratory room in Div. of Periodontology
歯周病と全身におよぶ各種疾患（糖尿病、心疾患、免疫疾患、肺炎、
早産）との因果関係、関連性に関する理論、手技を習得し、総合的
診断法ならびに、治療手技に関する演習を行う。
1-5 回

講義・演習の概要
Course Outline

DNA 抽出とオリゴヌクレオチドプライマー設計

6 -10 回

PCR 法とサイクルシークエンス

11-15 回

PCR-RFLP 法による多型解析

16-20 回

Real time PCR 法による細菌検査

21-25 回

歯肉溝滲出液の採取法と診断マーカーとしての意義

26-30 回

歯周病と全身疾患との因果関係に関するレビュー

This course encompasses the definition of the principles and the
acquisition of techniques in analyzing the associated factors that connect
periodontitis with systemic diseases like diabetes, cardiovascular disease.
Moreover, an understanding of the diagnostic methods and learning of
practical skills are integrated through comprehensive and disciplinary
approaches.
1-5 Isolation of DNA and design for oligonucleotide primers
6 -10 Polymerase chain reaction and cycle sequencing
11-15 Genotyping using PCR-RFLP methods
16-20 Bacterial identification using real time PCR method
21-25 Gingival crevicular fluid and the significance as diagnostic marker
26-30 Review of Periodontitis and systemic diseases

成績の評価方法
Evaluation
教科書・参考書類
Media

口頭試問または筆記試験で判定する。
Oral test or written examination
ペリオドンタルメディスン（医歯薬出版）

Periodontal Medicine (Ishiyaku Publishers, Inc.)
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開講番号(Course No.)

070N4239
070N4240

授業科目名
Course
担当教官
Instructor
講義・演習場所
Place

学期 (Semester)

曜／限 (Date)

単位 (Credit)

金/4・5 (Fri/4・5)

２

4

金/6・7 (Fri/6・7)

歯周治療評価学演習
Seminar on Periodontics
奥田一博

准教授（摂食環境制御学講座歯周診断・再建学分野）

Associate Prof.

Kazuhiro Okuda (Div. of Periodontology)

Ext. 2870

E-mail: okuda@dent.niigata-u.ac.jp

摂食環境制御学講座歯周診断・再建学分野研究室
Laboratory in Div. of Periodontology
免疫遺伝子診断法の理論と手法の修得を目的に演習を行う。また歯
周組織再生・再建治療法の理解ならびに実技の修得、さらに評価法
の実践を演習する。
1-5 回

講義・演習の概要
Course Outline

DNA 抽出とオリゴヌクレオチドプライマー設計

6 -10 回

PCR 法とサイクルシークエンス

11-15 回

PCR 法による多型解析

16-20 回

組織工学と歯周組織再生の基本概念

21-25 回

ヒト培養歯肉上皮シートの歯肉増大術への臨床応用

26-30 回

増殖因子を用いた組織工学的歯周組織再生法

This course exercises for the principle of analyses for genetic
polymorphism

associated

with

periodontal

disease,

and

acquisition of its technique. Moreover, an understanding of
periodontal tissue regeneration and acquisition of practical skill,
and also practice of an eavaluation method are exercised.
1-5 Isolation of DNA and design for oligonucleotide primers
6 -10 Polymerase chain reaction and cycle sequencing
11-15 Genotyping with polymerase chain reaction
16-20 Principles of periodontal tissue engineering
21-25 Application of tissue engineered human mucosal cell sheets
26-30 Periodontal tissue regeneration by growth factors
成績の評価方法
Evaluation
教科書・参考書類
Media

口頭試問または筆記試験で判定する。
Oral test or written examination
ヒトの分子遺伝学（バイオス出版）および組織工学（クインテッセンス出版）

Human Molecular Genetics (BIOS) and Tissue Engineering
(Quintessence)
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開講番号(Course No.)

070N4243
070N4244
070N4245
070N4246
授業科目名
Course

担当教員
Instructor

講義・演習場所
Place

講義・演習の概要
Course Outline

成績の評価方法
Evaluation
教科書・参考書類
Media

学期 (Semester)

曜／限 (Date)

単位 (Credit)

水/ 6,7 （Wed/ 6,7）

1

木/ 3,4 (Thur/ 3,4)
水/ 6,7 （Wed/ 6,7）

2

4

木/ 3,4 (Thur/ 3,4)

細胞分化・再生制御学
Development Biology and Regenerative Medicine

里方一郎 教授

(摂食環境制御学講座分化再生制御学分野)

Prof. Ichiro Satokata (Div. of Developmental Biology)
Ext. 0993

E-mail: satokata@med.niigata-u.ac.jp

摂食環境制御学講座分化再生制御学分野カンファレンス室
Conference room in Div. of Developmental Biology
哺乳類の発生過程で器官形成に働く増殖因子および転写因子の機能を
解析し、細胞の増殖・分化の制御機構を分子レベルで解明する研究手法
を講義する。さらに、ヒトの顎顔面領域を含む先天奇形の分子遺伝学お
よび再生医療を目指した器官の再生に関する研究方法も講義する。
１回 ガイダンス
2-20 回 哺乳類の器官形成に働く増殖因子および転写因子
21-26 回 先天奇形の分子遺伝学
27-30 回 幹細胞を用いた器官の再生
This course deals with molecular developmental biology especially
focused on the functions of growth factors and transcription factors
during mammalian organogenesis. We also discuss molecular
bases of human congenital malformations and approaches for
regeneration of various mammalian organs using stem cells.
１
Guidance
2-20
The role of growth factors and transcription factors for
mammalian organogenesis
21-26 Molecular genetics of congenital malformations
27-30 Reconstruction of organs using stem cells

口答試問または筆記試験で判定する。
Oral test or written examination
細胞の分子生物学(Newton Press)および関連論文
Molecular Biology of the Cell(Newton Press)and related papers
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開講番号 (Course No.)

学期 (Semester)

070N4247

2

曜／限 (Date)

月/6・7

単位 (Credit)

(Mon/6・7)

授業科目名
Course

歯周診断学演習
Seminar on Diagnosis of Periodontitis

担当教員
Instructor

小林哲夫 准教授（医歯学総合病院・歯科総合診療部）
Associate Prof. Tetsuo Kobayashi
(General Dentistry and Clinical Education Unit)
Ext. 0989, E-mail: kotetsuo@dent.niigata-u.ac.jp

講義・演習場所
Place

講義・演習の概要
Course Outline

成績の評価方法
Evaluation
教科書・参考書類
Media

4

摂食環境制御学講座歯周診断再建学分野研究室
Laboratory in Division of Periodontology
免疫学的および遺伝子学的診断の理論と手法の修得を目的に、遺伝
子多型解析法や歯肉溝滲出液の生化学的検査法を解説し、歯周炎の
感受性および活動性の診断法に関する演習を行う。
1 回： ガイダンス
2-5 回： 歯周炎感受性診断の基本概念
6-10 回： DNA 抽出とオリゴヌクレオチドプライマー設計
11-15 回： PCR 法とサイクルシークエンスによる多型解析
16-20 回： 歯周炎活動性診断の基本概念
21-25 回： フローサイトメトリー解析
26-30 回： 酵素解析
This course will offer an information on genetic and biochemical
analyses
of
periodontitis
susceptibility
and
activity.
Additionally, a practical approach for these analyses will be
performed.
1:
Guidance
2-5 : Principles of periodontitis susceptibility
6-10: DNA isolation and oligonucleotide primer design
11-15: Genotyping with PCR and cycle sequencing
16-20: Principles of periodontitis activity
21-25: Fow cytometric analysis
26-30: ELISA assay
口頭試問または筆記試験で判定する。
Oral test or written examination
ヒトの分子遺伝学（バイオス出版）および関連論文
歯周病診断のストラテジー（医歯薬出版）
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開講番号(Course No.)

学期 (Semester)

曜／限 (Date)

070N4255

1

木/6,7(Thu/ 6,7)

070N4256

2

木/6,7(Thu/ 6,7)

授業科目名
Course

Instructor

Infection control and restoration of tissue integrity
貴子

Place

講師（医歯学総合病院歯科総合診療部）

Lectureer, Takako Nakajima (General Dentistry and Clinical
Education Unit)
Ext. 0988

講義・演習場所

4

生体防御機能回復学演習
中島

担当教員

単位 (Credit)

E-mail: takako@dent.niigata-u.ac.jp

歯学部４階セミナー室
Seminar room at 4th floor of the Faculty of Dentistry
歯周病を中心とした感染症の病因論と、それに基づく組織再生機構、
および歯周感染症と全身疾患との関連性についての研究遂行上の仮
説の立て方、実験・解析方法、研究展開法について、演習を行う。
１回

ガイダンス

2-7 回 自然免疫機構・獲得免疫機構
8-11 回

歯周疾患の免疫病原論

12-16 回

歯周組織の特性

17-25 回

歯周組織再生の基盤

26-30 回

歯周疾患と全身疾患の関連

講義・演習の概要

This course deals with immunopathogenesis of periodontal

Course Outline

diseases and principle of tissue regeneration based on the
immune pathology. Also we discuss about the relationship
between

periodontal

diseases

and

systemic

diseases

and

contribution of oral health to systemic health.
1 Guidance
2-7 Innate and acquired immune systems
8-11 Immunopathogenesis of periodontal diseases
12-16 Characteristic feature of periodontal tissue
17-25Basis of periodontal tissue regeneration
26-30Periodontal diseases and systemic diseases
成績の評価方法
Evaluation
教科書・参考書類
Media

口頭試問または筆記試験で判定する
Oral test or written examination
免疫生物学（南江堂）および関連論文
Immunobiology (C. A. Janeway Jr, P. Travers, Current Biology
Ltd.) and related papers
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開講番号(Course No.)

学期 (Semester)

070N4259

070N4261

授業科目名
Course

Instructor

Place

講義・演習の概要
Course Outline

成績の評価方法
Evaluation
教科書・参考書類
Media

4

木/3・4(Thu/3・4)

Infection control and restoration of tissue integrity
教授（口腔生命福祉学科口腔衛生支援学講座）

Prof. Kazuhisa Yamazaki (Department of Oral Health and
Welfare，Faculty of Dentistry)
Ext. 0744

講義・演習場所

月/6・7(Mon/6・7)

生体防御機能回復学
山崎和久

担当教員

木/3・4(Thu/3・4)

2

070N4262

単位 (Credit)

月/6・7(Mon/6・7)

1

070N4260

曜／限 (Date)

E-mail: kaz@dent.niigata-u.ac.jp

歯学部４階セミナー室
Seminar room at 4th floor of the Faculty of Dentistry
歯周病の病因論と、病因論に基づいた機能回復のための再生機構を
教授する。さらに全身疾患との関連性、ならびに全身の健康維持に
関する講義を行う。
１回 ガイダンス
2-8 回 自然免疫機構・獲得免疫機構
9-14 回 歯周疾患の免疫病原論
15-20 回 歯周組織の特性
21-25 回 歯周組織再生の基盤
26-30 回 歯周疾患と全身疾患の関連
This course deals with immunopathogenesis of periodontal
diseases and principle of tissue regeneration based on the
immune pathology. Also we discuss about the relationship
between periodontal diseases and systemic diseases and
contribution of oral health to systemic health.
1 Guidance
2-8 Innate and acquired immune systems
9-14 Immunopathogenesis of periodontal diseases
15-20 Characteristic feature of periodontal tissue
21-25 Basis of periodontal tissue regeneration
26-30 Periodontal diseases and systemic diseases
口頭試問または筆記試験で判定する
Oral test or written examination
免疫生物学（南江堂）および関連論文
Immunobiology (C. A. Janeway Jr, P. Travers, Current Biology
Ltd.) and related papers
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開講番号
(Course No)

学期（Semester）

070N4265

月/６・７ (Mon/6.7)

１

070N4266

070N4269

講義・演習場所
(Place)

金/６・７

(Fri/6.7)

金/１・２
金/６・７

４

(Fri/4.5)
(Fri/6.7）

加齢歯科学演習
Seminar of aging and geriatric dentistry
五十嵐

担当教員
（Instructor）

(Fri/4.5)

月/６・７ (Mon/6.7)

２

070N4270

授業科目名
Course

金/１・２

月/３・４ (Mon/4.5)

070N4267
070N4268

単位(Credit)

月/３・４ (Mon/4.5)

070N4263
070N4264

曜/限（Data）

敦子 准教授(口腔生命福祉学科福祉学講座)

Associate Prof. Atsuko Igarashi(Div. of Social Welfare, Dep.of Oral
Health and Welfare)
Ext. 0978
E-mail : atsuko@dent.niigata-u.ac.jp
摂食環境制御学講座摂食・嚥下障害学分野研究室
（Laboratory in Div. Dysphagia Rehabilitation）
加齢変化を形態学的、機能学的に学習し直面している高齢社会に対
応できる歯科医としての知識を習得し、さらに介護保険を含む医療
体制や社会福祉・社会保障に対する演習をおこなう。高齢者・障害
者にたいする認識をふかめ今後の医療人としての人間性をさらに高
めることに主眼をおく。
1回
ガイダンス
２－１０回
加齢現象
１１－１８回 顎口腔系の加齢変化
１９－２８回 社会老年学
２９－３０回 まとめ

講義・演習の概要
Course outline

A seminar will be given about the changes of morphology and
function in aging to graduate students who are facing an aging
society as dentists. Moreover, this course deals with medical
system, social welfare, social security including care insurance for
elderly. This discipline is aiming to rise level up of humanity as
medical staff for elderly and disabled persons.
.1. Guidance
2-10. Biological aspects of aging
11-18. Changes with aging in the stomatognathic system
19-28. Social gerontology
29-30. Conclusion

成績の評価方法

口頭試問または筆記試験で判定する

Evaluation
教科書・参考書類
Media

Oral test or written examination
関連論文
Related papers
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開講番号(Course No.)

学期 (Semester)

070N4271

Course

土/3・土/4 （Sat/3・Sat/4）

2

070N4273

単位 (Credit)

木/1・木/3 （The/1・The/3）

1

070N4272

授業科目名

曜／限 (Date)

4

火/1・火/7 （Tue/1・Tue/7）

歯科医療政策学演習
Seminar on oral health policy
大内章嗣 教授 （歯学部口腔生命福祉学科福祉学講座）

担当教員
Instructor

Prof. Akitugu Ohuchi (Div. of Social Welfare, Dep. of Oral Health and
Welfare)
Ext. 0551

E-mail: ohuchi@dent.niigata-u.ac.jp

講義・演習場所

口腔健康科学講座予防歯科学分野研究室

Place

Laboratory in Div. Preventive Dentistry
歯科関係職種の需給、サービス提供体制の整備、歯科医療経済をはじめと
した歯科保健医療に関する様々な課題について、その現状を示す各種調
査・統計資料に基づき分析把握するとともに、それらの課題に対応してい
くための政策立案の方法論について演習形式により学習する。
１回

講義・演習の概要
Course Outline

ガイダンス

2-6 回

歯科保健医療サービスの提供体制

7-10 回

歯科関係職種の需給

11-16 回

歯科保健医療のマクロ経済

17-22 回

歯科保健医療政策の歴史と背景

23-30 回

歯科保健医療政策上の課題と対応

This seminar deals with Analysis of various problems on oral health
policy, which based on various investigation / statistics documents and
methodology of policy planning to correspond to those problems.
1

成績の評価方法
Evaluation
教科書・参考書類
Media

Guidance

2-6

The present conditions of oral health service system

7-10

The supply and demand of oral health professionals

11-16

Macro-economy of Oral health service

17-22

The history and backgrounds of Oral health policy

23-30

Problems of Oral health policy and the correspondence method

口頭試問または筆記試験で判定する。
Oral test or written examination.
地域歯科保健医療学における関連論文
Related papers for public health dentistry
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開講コード(Course No.)

070N4275
070N4276
070N4277
070N4278
070N4279
070N4280
070N4281
070N4282
授業科目名
Course
担当教員
Instructor
講義・演習場所
Place

講義・演習の概要
Course Outline

学期 (Semester)

１

２

単位 (Credit)

2

摂食環境制御学特論
Advanced Seminar oｆ Oral Biological Science
黒川 孝一 准教授（口腔生命福祉学科福祉学講座）
Associate Prof. Koichi Kurokawa (Dept. of Oral Health and
Welfare, Div. of Welfare)
Ext. 0549
E-mail: kurokawa@dent.niigata-u.ac.jp
口腔生命福祉学科研究室
Laboratory in the Dept. of Oral Health and Welfare
医療･福祉の現場における臨床開発（治験コーディネータ等）の役割
とそのために必要な関連法規制について解説し、生体機能材料をモ
デルに評価ガイドラインに基づくプロトコール作成について演習を
行う。
1回
2-5 回
6-10 回
11-15 回
16-25 回
25-29 回
30 回

ガイダンス
薬事法とその関連法規について
開発評価における各種ガイドライン
生物学的安全性ガイドライン
臨床評価ガイドライン
臨床プロトコール作成演習
まとめ

This seminar deals with the drug legislation and related rules,
which are necessary for the development and application of
biomaterials, and the design of clinical protocols for biomaterial
evaluations based on evaluation guidelines.
1
2-5
6-10
11-15
16-25
25-29
30

成績の評価方法
Evaluation
教科書・参考書類
Media

曜／限 (Date)

火／１（Tue/1）
火／２（Tue/2）
水／６（Wed/6）
水／７（Wed/7）
火／１（Tue/1）
火／２（Tue/2）
水／６（Wed/6）
水／７（Wed/7）

Guidance
Drug legislation and related rules
Various guidelines in biomaterial development
Biological safety guideline
Clinical evaluation guideline
Exercise on clinical protocol design
Summary and conclusions

口頭試問または筆記試験で判定する。
Oral test or written examination.
医療用具製造申請の手引 第 10 版（薬事日報社）
Guideline on application for medical devices (10th edition)
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開講番号(Course No.)

070N4301
070N4302
070N4303
070N4304

授業科目名
Course
担当教員
Instructor
講義・演習場所
Place

講義・演習の概要
Course Outline

成績の評価方法
Evaluation

教科書・参考書類
Media

学期 (Semester)

１
２

曜／限 (Date)

単位 (Credit)

月・火/５(Mon・Thu/５)，
水/６・７（Wed/６・７）
月・火/５(Mon・Thu/５)，

4

水/６・７（Wed/６・７）

硬組織微細構築学
Structural Biology of Hard Tissue
大島勇人 教授 (顎顔面再建学講座硬組織形態学分野)
Prof. Hayato Ohshima (Div. Anatomy and Cell Biology of the
Hard Tissue)
Ext. 2812
E-mail: histoman@dent.niigata-u.ac.jp
顎顔面再建学講座硬組織形態学分野研究室
Laboratory in Div. Anatomy and Cell Biology of the Hard Tissue
硬組織の構造を顕微鏡的に解説し、硬組織がさまざまな細胞要素、
基質によって構築され、それら構成要素が有機的な繋がりをもった
三次元的動的複合体であることを理解する。さらに研究テーマの決
定から実験、所見の捉え方、論文の作成など学ぶ。
1- 5 回
研究入門、文献検索法、組織学研究法、プレゼン概要
6-10 回
組織学の基礎と応用、骨生物学
11-15 回
口腔組織発生学の基礎と応用
16-20 回
発生生物学、歯の発生生物学
21-25 回
象牙質・歯髄複合体の発生と再生
26-30 回
歯の再生、論文作成法
This course deals with the structural biology of the hard tissue at
the light and electron microscopic level. The students shall
understand that the hard tissue is composed of several cellular
components and matrices and that they constitute systematically
the dynamic three-dimensional network. Furthermore, they
learn how to determine the subject, make an experiment,
understand the findings, write an article, and so on.
1-5
Guidance, PubMed, Methods, Presentation
6-10 Histology: Development & Structure, Bone Biology
11-15 Oral Histology: Development & Structure
16-20 Developmental Biology, Tooth Developmental Biology
21-25 Dentin-pulp Complex: Development & Regeneration
26-30 Tooth Regeneration, Thesis
口頭試問または筆記試験で判定する。
Oral test or written examination.
Ten Cate’s Oral Histology. Development, structure, and
formation, 6th Ed. (A. Nanci, ed., Mosby Co.)
Principle of Bone Biology, 2nd Ed. (J.P. Bilezikian, L.G. Raisz and
G.A. Rodan ed., Academic Press)
Developmental Biology, 7th Ed. (S.F. Gilbert ed., Sinauer
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開講番号(Course No.)

070N4305
070N4306
070N4307
070N4308

学期 (Semester)

1
２

曜／限 (Date)

月/4,5
水/6,7
月/4,5
木/6,7

単位 (Credit)

(Mon/4,5)
(Wed/6,7)
(Mon/4,5)
(Thr/6,7)

4

授業科目名
Course

硬組織生化学
Biochemistry of Hard Tissue

担当教員
Instructor

織田公光 教授（顎顔面再建学講座口腔生化学分野）
Prof. ODA Kimimitsu(Div．Biochmistry)
Ext. 2827
E-mail: oda@dent.niitagata-u.ac.jp

講義・演習場所
Place

顎顔面再建学講座口腔生化学分野研究室
Laboratory in Division of Biochemistry

遺伝子病の発症機序に関する講義を行う.
遺伝疾患について個別に解説する.

特に硬組織に関連した

1 回 ガイダンス
2 - 20 回 遺伝病一般
21 - 30 回 硬組織遺伝病

講義・演習の概要
Course Outline

Lectures on Genetic Diseases. In particular, the course puts an
emphasis on metabolic and molecular basis of genetic diseases of
hard tissue.
1. Guidance
2 - 20. General biochemistry on genetic diseases
21 – 30. Genetic diseases of hard tissues

成績の評価方法
Evaluation
教科書・参考書類
Media

口頭試問または筆記試験
Oral test or written examination
Human Molecular Genetics (by T. Strachan and A. P. Read)
The Metabolic and molecular bases of inherited disease(by C.R.
Scriver et al.)
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開講番号(Course No.)

学期 (Semester)

070N4317

070N4319

Course
担当教員
Instructor
講義・演習場所
Place

木/6・7(Thu/6・7)
木/1・5(Thu/1・5)

2

070N4320

単位 (Credit)

木/1・5(Thu/1・5)

１

070N4318

授業科目名

曜／限 (Date)

4

木/6・7(Thu/6・7)

顎機能評価学
Evaluation of Stomatognathic Function
小林

博

准教授（顎顔面再建学講座摂食機能再建学分野）

Ass. Prof. Hiroshi KOBAYASHI (Div. Removable Prosthodontics)
Ext. 2890

E-mail: kobayash@dent.niigata-u.ac.jp

顎顔面再建学講座摂食機能再建学分野研究室
Laboratory in the Div Removable Prosthodontics
顎口腔系の構造と機能の理解の下に、咀嚼、嚥下発語などの感覚・
運動機能評価法とさまざまな補綴装置を使用することにより回復さ
れる顎機能の評価法に関する講義を行う．
1-5：顎口腔系の機能
6-10：運動機能評価
11-15：咀嚼機能評価
16-20：嚥下機能評価
21-25：発音機能評価

講義・演習の概要
Course Outline

26-30：補綴装置の評価
On the basis of the knowledge of structure and function of
stomatognathic system, this lecture shows the evaluating method
of the system that can be recovered by prosthetic devices.
1-5: Function of stomatognathic system
6-10: evaluation of motor function
11-15:evaluation of masticatory function
16-20: evaluation of swallowing function
21-25: evaluation of pronunciation
26-30: evaluation of prosthetic devices

成績の評価方法
Evaluation

口頭試問または筆記試験で判定する。
Oral test or written examination.
顎口腔機能分析の基礎とその応用，石岡

教科書・参考書類
Media

靖ほか編集，デンタルダ

イヤモンド社
Stomatognathic Function Analysis, (ed. Ishioka K, et al) Dental
Diamond Co.Ltd.Tokyo,1991
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開講番号(Course No.)

学期 (Semester)

曜／限 (Date)

単位 (Credit)

070N4321

２

月/5, 水/5
(Mon5, Wed5)

４

授業科目名
Course
担当教員
Instructor
講義・演習場所
Place

咬合機能再建学演習
Seminar on Removable Prosthodontics
田中みか子 講師（医歯学総合病院義歯診療室）
Lecturer Mikako Tanaka (Dept. of Removable Prosthodontic
Dentistry, Dental Hospital)
Ext. 2894
E-mail:mikako@dent.niigata-u.ac.jp
顎顔面再建学講座摂食機能再建学分野 形態計測室または研究室
Morphometry room or Laboratory in Div. Removable
Prosthodontics
加齢、咬合機能、顎骨形態変化の相互関係を理解するために、顎骨
の加齢現象に関する基礎知識を学ぶとともに、補綴治療によって咬
合を再建したことにより起こりうる顎骨形態変化および咬合機能の
変化を検索するための各種検査技法を修得する．
1 回 ガイダンス
2-4 回 顎骨の加齢変化
5-8 回 顎骨の骨密度検査

演習

9-12 回 顎骨の骨形態計測学的解析
13-20 回 各種咀嚼機能試験

演習

演習

21-26 回 関連文献を用いたグループディスカッション
講義・演習の概要
Course Outline

27-30 回 発表
In order to understand the relationships among aging, occlusal
function and jaw morphology, students will study age-related
changes in the jaw. Thereafter, the course will introduce several
methods used to examine changes in jaw morphology and
occlusal function arising in response to prosthodontic treatment.
1

Introduction

2-4

Age-related changes in the jaw (group seminar)

5-8

Measurement of jaw bone mineral density (practice)

9-12 Morphometrical analysis of the mandible (practice)

成績の評価方法
Evaluation
教科書・参考書類
Media

13-20

Examination of masticatory function (practice)

21-26

Discussions and related papers (group seminar)

27-30

Oral Presentations

口頭発表および筆記試験で判定する。
Oral presentation or written examination
関連論文
Related papers
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開講番号(Course No.)

学期 (Semester)

曜／限 (Date)

070N4325

1

水／1･2 (Wed/1･2)

070N4326

2

水／6･7 (Wed/6･7)

授業科目名

口腔分子病理学

Course
担当教員
Instructor
講義・演習場所
Place

単位 (Credit)

4

Molecular Pathology of Oral and Maxillofacial Diseases
朔

敬

教授（顎顔面再建学講座口腔病理学分野）

Prof. Takashi Saku (Division of Oral Pathology)
Ext. 2832

E-mail: tsaku@dent.niigata-u.ac.jp

顎顔面再建学講座口腔病理学分野研究室(6 階)
Laboratory in Division of Oral Pathology (6F)

口腔顔面領域に発生する各種疾患の病理発生機序を解明するための
研究動向を解説し、分子病理学的立場から、病態研究方法の導入法
ならびに思考方法を講義する。
1 回 ガイダンス
2-6 回 歯および歯周組織病変
7-12 回 口腔粘膜病変
13-18 回 唾液腺病変
19-24 回 歯原性病変
25-30 回 顎骨および顎関節病変
講義・演習の概要
Course Outline

成績の評価方法
Evaluation
教科書・参考書類
Media

This course deals with the methodology for research on pathogenesis of
oral and maxillofacial diseases from the aspect of molecular pathology.
Modern trends in molecular biology technology which should be applied
in pathological research on oral and maxillofacial diseases will be lectured.
1
Guidance
2-6
Diseases of tooth and periodontal tissues
7-12
Diseases of oral mucosa
13-18
Diseased of salivary gland
19-24
Diseased of odontogenic tissues
25-30
Diseased of jaw and temporomandibular joint

レポートまたは口頭試問または筆記試験で判定する。
Report or oral test or written examination.
Alberts et al. Molecular Biology of the Cell, 4th edition, Garland, 2002 and
related papers.
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開講番号(Course Ｎo.)

学期 (Semester)

070N4329

Course

Instructor

Place

講義・演習の概要
Course Outline

成績の評価方法
Evaluation
教科書・参考書類
Media

４

Oral & Maxillofacial Tissue Reconstructive Surgery
力

教授（顎顔面再建学講座組織再建口腔外科学分野）

Prof. Chikara Saito (Div. Reconstructive Surgery for Oral and
Maxillofacial Region)
Ext.

講義・演習場所

水/6・7 (Wed/6・7)

単位 (Credit)

顎口腔組織再建外科学
齊藤

担当教員

月/3・4 (Mon/3・4)

2

070N4330

授業科目名

曜／限 (Date)

2876

E-mail: ckrsaito@dent.niigata-u.ac.jp

組織再建口腔外科学分野研究室
Conference room in Div. Reconstructive Surgery for Oral and
Maxillofacial Region
顎顔面発育異常に対する外科的治療前後の形態と機能評価、および顎
口腔領域の腫瘍切除後の組織欠損に対する再建方法ならびにその形
態的・機能的回復に関する評価に関して講義を行う。
1 回 ガイダンス
2-8 回 顎顔面発育異常の診断・治療方法
9-14 回 顎顔面発育異常に対する外科的治療の形態と機能の評価
15-20 回 組織再建材料、組織再生医療
21-26 回 顎口腔領域の腫瘍切除後の再建方法
27-30 回 組織再建後の形態と機能の評価
The course deals with the diagnosis, treatment and evaluation of
the prognosis of the developmental maxillofacial anomaly, and
reconstruction of the oral & maxillofacial tissue defect.
1
guidance
2-8 Diagnosis and treatment of the developmental anomaly
9-14 Evaluation of the prognosis of the developmental anomaly
15-20 Reconstruction material, Tissue regeneration
21-26 Reconstructive method after surgical resection of the
tumor in oral & maxillofacial region
27-30 Evaluation after maxillofacial reconstruction
口頭試問および筆記試験で判定する。
Oral test and Written examination
関連論文
Related papers
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開講番号(Course No.)

070N4333
070N4334
070N4335
070N4336

授業科目名
Course
担当教員
Instructor
講義・演習場所
Place

講義・演習の概要
Course Outline

成績の評価方法
Evaluation
教科書・参考書類
Media

学期 (Semester)

1
２

曜／限 (Date)

単位 (Credit)

木/4・5（Thu/4・5）
木/6・7（Thu/6・7）
木/4・5（Thu/4・5）

4

木/6・7（Thu/6・7）

腫瘍制御学演習
Head and Neck Oncology
新垣 晋 准教授（顎顔面再建学講座組織再建口腔外科学分野）
Asso.Prof. Susumu Shingaki(Div. Reconstructive Surgery for
Oral and Maxillofacial Region)
Ext.2877
E-mail: shingaki@dent.niigata-u.ac.jp
顎顔面再建学講座組織再建口腔外科学分野研究室
Laboratory in Div. Reconstructive Surgery for OMF Region
頭頚部癌の歴史、前癌病変、基本的治療法（外科療法、放射線療法、
化学療法）
・再発様式とその要因、化学予防、腫瘍分子生物学、QOL
の評価について文献を紹介しながら解説する。
1-2 回
頭頚部癌の歴史
3-12 回 頭頚部癌の治療（外科療法、放射線療法、化学療法の役割
13-18 回 頭頚部癌の再発様式とその要因分析
19-20 回 頭頚部癌の化学予防
21-22 回 前癌病変とその治療
23-26 回 頭頚部癌の分子生物学
27-30 回 QOL の評価
The course is designed to help further recognizing in clinical
head and neck oncology. It includes the natural history,
management and failure patterns, chemoprevention, molecular
biology and quality-of-life assessments in head and neck cancer.
1-2
Natural history of head and neck cancer
3-12
Management and assessment of head and neck cancer
13-18 Pattern of treatment failure and prognostic factors in
head and neck cancer
19-20 Chemoprevention
21-22 Precancerous lesions
23-26 Molecular biology of head and neck cancer
27-30 Quality-of-life issues in head and neck cancer

口頭試問
Oral tests
ORAL CANCER (Martin Dunitz) and related papers
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開講番号(Course No.)

学期 (Semester)

070N4341

070N4343

Course

Instructor

Place

4

金/6・7(Fri/6・7)

Seminar on Evaluation of Stomatognathic Function
良明

准教授（医歯学総合病院顎関節治療部）

Associate Professor Yoshiaki Arai (Temporomandibular Joint
Clinic)
Ext. 2975

講義・演習場所

火/4・5(Tue/4・5)

顎機能評価学演習
荒井

担当教員

金/6・7(Fri/6・7)

2

070N4344

単位 (Credit)

火/4・5(Tue/4・5)

1

070N4342

授業科目名

曜／限 (Date)

E-mail: ara@dent.niigata-u.ac.jp

医歯学総合病院顎関節治療部研究室
Laboratory in Temporomandibular Joint Clinic
顎口腔系機能について，下顎運動，咬合、咀嚼機能を理解した上
で，顎機能異常に関する診断，治療法について演習を行う．
1-5：下顎運動機能評価
6-10：咬合機能評価
11-15：咀嚼機能評価
16-20：顎機能異常診断法

講義・演習の概要
Course Outline

21-30：顎機能異常治療法
On the basis of understanding of stomatognathic functions, this
course deals with the methods of diagnosis and treatment of
stomatognathic dysfunction.
1-5: Evaluation of mandibular movement function
6-10: Evaluation of occlusal function
11-15: Evaluation of masticatory function
16-20: Diagnosis of stomatognathic dysfunction
21-30: Treatment of stomatognathic dysfunction

成績の評価方法
Evaluation

レポートまたは口頭試問で判定する。
Report or oral test
顎口腔機能分析の基礎とその応用(石岡靖ほか編集，ﾃﾞﾝﾀﾙﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ

教科書・参考書類
Media

社)および関連論文
Stomatognathic Function Analysis, (ed. Ishioka K, et al. Dental
Diamond Co.Ltd.Tokyo, 1991) and related papers
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開講番号(Course No.)

学期 (Semester)

070N4345

曜／限 (Date)

月/4・5 (Mon/4・5)

１

070N4346
070N4347

月/6・7(Mon/6・7)
月/4・5 (Mon/4・5)

2

070N4348

単位 (Credit)

4

月/6・7(Mon/6・7)

口腔再建外科学演習
Seminar on Oral and Maxillofacial Tissue Reconstructive Surgery

授業科目名
Course

（平成 17 年度以前入学者授業科目名）
06N4315

顎口腔組織再建外科学演習

(Seminar in Oral & Maxillofacial Tissue Reconstructive Surgery)

小林
担当教員
Instructor
講義・演習場所
Place

講義・演習の概要
Course Outline

成績の評価方法
Evaluation
教科書・参考書類
Media

正治

講師（医歯学総合病院口腔再建外科診療室）

Tadaharu Kobayashi (Div. Reconstructive Surgery for Oral and
Maxillofacial Region)
Ext.2877
E-mail:tadaharu@dent.niigata-u.ac.jp
顎顔面再建学講座組織再建口腔外科学分野研究室
Oral Reconstructive Surgery Div. : Laboratory(3F)
顎口腔領域に発生する腫瘍、嚢胞、炎症性疾患、外傷性疾患などの
外科的治療法とその再建法手技につき実習する．また、自家骨移植、
インプラント、骨延長などによる各種顎骨再建法の形態および機能
評価に関する演習を行う．
1.
ガイダンス
2-7.
顎骨嚢胞と炎症性疾患の外科治療
8-12.
顎顔面外傷の外科治療
13-18. 頭頚部腫瘍の外科治療
19-24. 顎顔面再建法
25-30. 顎顔面再建に関する形態、機能評価
The course is designed to learn surgical technic for treatment and
reconstruction of tumors, cysts, inflammatory lesions and trauma
of oral and maxillofacial region. Also, we will discuss esthetic and
functional evaluation for various jaw reconstruction, such as
autologous bone transplantation, implantation or distraction
osteogenesis.
1.
Guidance
2-7.
Surgical treatment of jaw cyst and inflammation
8-12.
Surgical treatment of maxillofacial trauma
13-18. Surgical treatment of head and neck tumor
19-24. Maxillofacial reconstruction
25-30. Evaluation of maxillofacial reconstruction
試験(口頭および実技)
Examination(oral and skill)
図説口腔外科手術学（医歯薬出版）
顎骨延長術の臨床応用（クインテッセンス出版）
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開講番号(Course No.)

学期 (Semester)

070N4349

070N4351

Course

Instructor

木/4・5（Thu/4・5）
木/6・7（Thu/6・7）

Oral and Maxillofacial Radiology
孝文

教授（顎顔面再建学講座顎顔面放射線学）

Professor Takafumi Hayashi (Div. Oral and Maxillofacial
Radiology)
Ext. 2914

講義・演習場所
Place

講義・演習の概要
Course Outline

成績の評価方法
Evaluation

4

顎顔面放射線学
林

担当教官

木/6・7（Thu/6・7）

２

070N4352

単位 (Credit)

木/4・5（Thu/4・5）

１

070N4350

授業科目名

曜／限 (Date)

E-mail: hayashi@dent.niigata-u.ac.jp

顎顔面再建学講座顎顔面放射線学分野研究室
Laboratory in Div. Oral and Maxillofacial Radiology
エックス線写真、CT、MRI、超音波等の各種画像診断装置から得ら
れる画像情報をもとに、顎顔面領域の正常解剖ならびに各種疾患を
画像診断学的見地から講義する。また顎顔面領域の放射線腫瘍学に
ついても講義する。
1 回 ガイダンス
2-6 回 撮影法 1：単純エックス線写真・CT
7-11 回 撮影法 2：MRI・超音波診断
12-15 回 正常解剖学
16-27 回 部位別：下顎・上顎・舌・口底・隙・頸部リンパ節
28-30 回 頭頸部腫瘍の放射線腫瘍学
This course provides an introduction to the diagnostic imaging of
maxillofacial region using various imaging equipments and
technologies.
1 Guidance
2-6 Imaging modalities 1: plain film and X-ray CT
7-11 Imaging modalities 2: MRI and ultrasonography
12-15 Normal anatomy
16-27 Lesions by site : maxilla, mandible, oral tongue, floor of the
mouth, spaces and cervical lymph nodes
28-30 Radiation oncology of head and neck tumors
口頭試問または筆記試験で判定する。
Oral tests or written examination.
Head and Neck Imaging, 4th Ed. (Peter M. Som, Hugh D. Curtin,
Mosby-Year Book)

教科書・参考書類
Media

Radiation therapy for head and neck

neoplasms, 3rd Ed. (C. C. Wang, Year Book Medical Publishers)
頭頸部画像診断ハンドブック・断層画像から学ぶ鑑別診断（H・リック・ハ
ーンズバーガー著，多田信平監訳，メディカル・サイエンス・インターナシ
ョナル）
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開講番号(Course No.)

070N4353
070N4354
070N4355
070N4356

授業科目名
Course

学期 (Semester)

Instructor

火／6･7（Tue/6･7）

Place

4

月･木／1（Mon･Thu/1）

2

火／6･7（Tue/6･7）

顎顔面画像診断学演習
Seminar on Oral and Maxillofacial Diagnostic Imaging
准教授（顎顔面再建学講座顎顔面放射線学）

Associate Prof. Hideyoshi Nishiyama (Div. Oral and Maxillofacial
Radiology)
Ext. 2915

講義・演習場所

単位 (Credit)

月･木／1（Mon･Thu/1）

１

西山秀昌
担当教官

曜／限 (Date)

E-mail: nisiyama@dent.niigata-u.ac.jp

顎顔面再建学講座顎顔面放射線学分野研究室
Laboratory in Div. Oral and Maxillofacial Radiology
エックス線写真、CT、MRI 等の各種画像診断装置の基本的な特性
と診断に寄与する物理学的因子に関する演習及び画像診断における
画像処理技術に関する演習を行う。
1 回 ガイダンス
2-8 回 画像診断法 1：エックス線写真
9-15 回

講義・演習の概要
Course Outline

画像診断法 2：CT

16-22 回

画像診断法 3：MRI

23-30 回

画像処理技術

This course provides essential information on the fundamental
characteristics

and

physical

factors

of

various

imaging

equipments and technologies concerning the diagnosis. The
course includes the image processing technologies for diagnostic
imaging of maxillofacial region.
1 Guidance
2-8 Diagnostic imaging 1: X-ray film
9-15 Diagnostic imaging 2: CT
16-22 Diagnostic imaging 3: MRI
23-30 Image processing technology
成績の評価方法
Evaluation
教科書・参考書類
Media

口頭試問または筆記試験で判定する。
Oral tests or written examination.
Head and Neck Imaging, 4th Ed. (Peter M. Som, Hugh D. Curtin,
Mosby-Year Book)
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開講番号 (Course

学期

No.)

(Semester)

070N4357

１

水／1・2（Wed/1・2）

070N4358

2

水／6・7（Wed/6･7）

授業科目名
Course

Instructor

Place

講義・演習の概要
Course Outline

成績の評価方法
Evaluation

(Credit)
4

Seminar on Oral and Maxillofacial Radiology
剛詞

講師（医歯学総合病院画像診断・診療室）

Lecturer Kouji Katsura (Div. Oral and Maxillofacial Radiology,
Medical and Dental Hospital)
Ext. 2917

講義・演習場所

単位

顎顔面放射線学演習
勝良

担当教官

曜／限 (Date)

E-mail: katsu@dent.niigata-u.ac.jp

顎顔面再建学講座顎顔面放射線学分野研究室
Laboratory in Div. Oral and Maxillofacial Radiology
各種画像診断装置を用いて、顎顔面領域の正常解剖構造ならびに各
種疾患に関する画像処理技術を習得し、臨床的な画像診断法の演習
を行う。また顎顔面領域の放射線腫瘍学に関する演習も行う。
1 回 ガイダンス
2-6 回 画像診断法 1：エックス線写真・CT の読影
7-11 回 画像診断法 2：MRI・超音波診断の読影
12-15 回 正常画像解剖学
16-26 回 部位別読影法：上下顎・舌・口底・隙・頸部リンパ節
27-30 回 放射線腫瘍学入門
This course provides an actual exercise of the diagnostic imaging
by comparing the findings of normal anatomical structures and
those of various diseases affecting maxillofacial region using
various imaging equipments and technologies.
1 Guidance
2-6 Diagnostic imaging 1: X-ray film and X-ray CT
7-11 Diagnostic imaging 2: MRI and ultrasonography
12-15 Normal anatomy in diagnostic imaging
16-26 Lesions by site: maxilla, mandible, tongue, floor of the
mouth, spaces and cervical lymph nodes
27-30 Introduction of radiation oncology
口頭試問または筆記試験で判定する。
Oral tests or written examination.
Head and Neck Imaging, 4th Ed. (Peter M. Som, Hugh D. Curtin,
Mosby-Year Book)

教科書・参考書類
Media

Radiation therapy for head and neck

neoplasms, 3rd Ed. (C. C. Wang, Year Book Medical Publishers)
頭頸部画像診断ハンドブック・断層画像から学ぶ鑑別診断（H・リ
ック・ハーンズバーガー著，多田信平監訳，メディカル・サイエン
ス・インターナショナル）
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学期 (Semester)

開講番号(CourseNo.)
070N4361

070N4363

授業科目名
Course
担当教員
Instructor
講義・演習場所
Place

火・水/7(Tues・Wed/7)

火/1・3(Tues/1・3)

2

070N4364

単位 (Credit)

火/1・3(Tues/1・3)

1

070N4362

曜／限 (Date)

４

火・水/7(Tues・Wed/7)

歯科侵襲管理学
Dental Anesthesiology
染矢源治

教授（顎顔面再建学講座歯科侵襲管理学分野）

Prof. Genji Someya (DIV. Dental Anesthesiology)
Ext. 2972

E-mail: someya@dent.niigata-u.ac.jp

顎顔面再建学講座歯科侵襲管理学分野研究室
Conference room in Dev. Dental Anesthesiology
臨床電気生理学的および薬理学的手法を用いて、口腔外科手術や歯科治療
時のストレスにより惹起する患者の過剰生体反応に対する診断、治療を含
めた総合的管理方法に関する講義を行うことを目的とする。
1

回

２-10 回

臨床電気生理学的診断法概論と臨床麻酔薬理学概論

11-16 回

痛みや不安の基礎理論と生体反応（呼吸・循環、内分泌）

17-29 回

包括的管理方法

30
講義・演習の概要
Course Outline

総論

回

総括と評価

The goal of the program should be to prepare the attendant, in the
most comprehensive manner, to use pharmacologic and physiologic
methods to manage the stress response in the dental or surgical
patient, as well as to be qualified in the diagnosis and treatment of
excessive response.
1

Course introduction

2 -10

Clinical electro-physiology and anesthetic pharmacology

overview

成績の評価方法
Evaluation
教科書・参考書類
Media

11-16

Pain and anxiety fundamentals and stress response

17-29

Comprehensive management of stress response

30

Summary and evaluation

出席と口頭試問、筆記試験
Written and /or oral examination coupled with attendance
特別な物はない。
There is no required textbook for this course.
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開講番号 (Course No.)

学期 (Semester)

曜／限 (Date)

070N4365

1

火/6・7 (Tue/6・7)

070N4366

2

火/6・7 (Tue/6・7)

授業科目名
Course
担当教員
Instructor
講義・演習場所
Place

単位 (Credit)

4

歯科侵襲制御学演習
Dental Anesthesiology
瀬尾憲司

准教授（顎顔面再建学講座歯科侵襲管理学分野）

Associate. Prof. Kenji Seo (Div. Dental Anesthesiology)
Ext. 2971

E-mail: seo@dent.niigata-u.ac.jp

顎顔面再建学講座歯科侵襲管理学分野研究室
Conference room in Div. Dental Anesthesiology
顔面領域における疼痛の発生の神経生理学的メカニズムと生体の有
する調節機構とのかかわりを基に病態を解析し、診断・治療法につ
いて講義を行う。
１回

講義・演習の概要
Course Outline

ガイダンス

２－7 回

痛みの伝達と認識について

8－13 回

痛みの調節機構について

14－19 回

疼痛性疾患のメカニズムと診断

20－25 回

非疼痛性神経疾患のメカニズムと診断

26－30 回

治療学

This course deals with physiological and pathological
mechanisms of several kinds of orofacial pain and their intrinsic
modulation.

In particular, we discuss diagnosis and treatment

of these pain-related conditions.
1 Guidance
2-7 Transmission and cognition of orofacial pain
8-13 Intrinsic modulation mechanisms
14-19 Diagnosis of orofacial pain
20-25 Diagnosis of non-painful disease in orofacial region
26-30 Treatment of orofacial pain
成績の評価方法
Evaluation
教科書・参考書類
Media

口頭試問または筆記試験で判定する。
Oral test or written examination.
Textbook of Pain (Wall/ Melzack) Churchill Livingstone, and
related papers.

― 74 ―

開講ｺｰﾄﾞ(Course No.)

学期 (Semester)

曜／限 (Date)

070N4369

水/1 （Wed/1）

070N4370

水/2 （Wed/2）

1

070N4371

金/6 （Fri/6）

070N4372

金/7 （Fri/7）

070N4373

水/1 （Wed/1）

070N4374

金/6 （Fri/6）

070N4376
Course

金/7 （Fri/7）

顎顔面再建学特論
Advanced Seminar oｆ Tissue Regeneration and Reconstruction
隅田好美

担当教員
Instructor

准教授

（歯学部口腔生命福祉学科福祉援助学講座）

Associate Prof. Yoshimi Sumida (Div. of Social Work, Dep. of Oral
Health and Welfare)
Ext. 0905

講義・演習場所
Place

2

水/2 （Wed/2）

2

070N4375
授業科目名

単位 (Credit)

E-mail: sumida@dent.niigata-u.ac.jp

口腔生命福祉学科セミナー室
Seminar room in Dep. of Oral Health and Welfare
社会福祉の視点から「病い」によって経験する多様な問題と、患者にと
っての意味を考察し、専門職としての支援を演習形式により学習する。
１回

ガイダンス

2-4 回

社会福祉理論の変遷

5-6 回

医療福祉の歴史と現状

7-9 回

シンボリック相互作用論と社会福祉援助技術

10-11 回

内発的発展論に基づく社会福祉援助技術

12-16 回

ジェネラルソーシャルワーク

17-19 回

ニーズ論

20-22 回

ナラティブ/

23-28 回

医療ソーシャルワークの実践

29-30 回

歯科における医療ソーシャルワークの可能性

講義・演習の概要

During this seminar the students will learn and discuss about the

Course Outline

various problems related with illness from the perspective of social
welfare, the way illness is perceived by the patients and the assistance
provided by the specialist.
1
2-4

Development of the theory of social welfare

5-6

The history and present of medical social work

7-9

Symbolic interactionism and social work

10-11

成績の評価方法
Evaluation
教科書・参考書類
Media

Guidance

Social work on endogenous development

12-16

General social work

17-19

The theory of needs

20-22

Narrative

23-28

The practice of medical social work

29-30

Potential of medical social work in the field of dentistry

口頭試問または筆記試験で判定する。
Oral test or written examination.
社会福祉援助技術・医療福祉における関連論文
Related papers for social work and medical social work
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国際口腔生命科学履修コース科目

International Course for Oral Life Science

国際口腔生命科学履修コース在籍の学生は，拠点大学において
e-learning により学修する。
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開講番号(Course No.)

講義・演習場所 （Place）

単位 (Credit)

拠点大学において，e-learning を用いて行う。
070N4801

At the base (currently Peradeniya u.) through

４

Internet.
授業科目名
Course

基礎摂食・嚥下学
Principles of the masticatory and swallowing functions
山田好秋

担当教員
Instructor

教授

（摂食環境制御学講座口腔生理学分野）

Professor Yoshiaki Yamada (Div. of Oral Physiology, Dept. of Oral
Biological Science)
ph. 025-227-2821 E-mail: yamada@dent.niigata-u.ac.jp
本コースでは食物認知から嚥下までの摂食行動全般について理解する
ために必要な口腔・咽頭・喉頭領域の解剖、食物の動態、および神経性
制御機構について解説する。

講義・演習の概要
Course Outline

1

概要の説明

2-3

神経系の基本構造

4-6

おいしさとは

7-8

食物の取り込みと粉砕

9-10

唾液

11-13

飲み込むこと（嚥下）の重要性

14-15

嚥下にかかわる身体の構造Ⅰ

16-17

嚥下にかかわる身体の構造Ⅱ

18-20

嚥下反射Ⅰ

21-23

嚥下反射Ⅱ

24-25

呼吸

26-27

発声・嘔吐

28-29

摂食・嚥下機能の障害

30

まとめ

The goal of this course is to understand the ingestive behavior from
food recognition to swallowing and therefore structures of the oral,
pharyngeal and laryngeal regions, movements of the food and
neural control mechanisms are illustrated.
1

Introduction

2-3

Basic structure of nervous system

4-6

Palatability
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成績の評価方法
Evaluation

7-8

Food intake and grinding

9-10

Saliva

11-13

Importance of swallowing

14-15

Body structure associated with swallowing I

16-17

Body structure associated with swallowing II

18-20

Swallowing reflex I

21-23

Swallowing reflex II

24-25

Respiration

26-27

Vocalization, Vomiting

28-29

Disorders of feeding and swallowing mechanism

30

Conclusion

Report or written examination

教科書・参考書類
Media

― 80 ―

歯学特別講義（英文論文の書き方）
Special lecture (Professional Writing)
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開講コード(Course No.)

学期 (Semester)

歯学特別講義

1

授業科目名
Course

曜／限 (Date)

単位 (Credit)

月/１･2
(Mon/1・2)

Professional Writing
ジャン・プレゲンズ非常勤講師(ルーテル学院大学助教授)
Lecturer: John E. Plagens
(Japan Lutheran College, Assistant Prof.)

担当教官
Instructor

E-mail: plagensj@tka.att.ne.jp
Coordinator: Kayoko Nozawa-Inoue (Div. Oral Anatomy)
E-mail: nozawa@dent.niigata-u.ac.jp

演習場所 Place

２階

歯学部小会議室 Small Conference room （２F）

Goals of the course:

This course will offer a comprehensive

review of composition in English, from the sentence level through
paragraph writing to essay construction.

In addition to weekly

assignments, the first semester will require each student to
complete a well written essay for submission.

Assignments may

be submitted to the instructor by email.
April 16-Ch. 10, pp. 162-171: Introductions, common errors,
講義・演習の概要
Course Outline

sentence types
April 23-Ch. 10, pp. 172-177: Sentence types, punctuation/Ch. 1,
pp. 1-11: paragraph organization
May 14-Ch. 1, pp. 11-17: More on paragraph organization, simple
outlining
May 28-Ch. 2, pp. 18-25: Unity and coherence in paragraphs
June 11-Ch. 2, pp. 25-38: Introduction to logical connectors,
logical order
June 25-Ch. 4: Essay organization and outlining
July 9-Ch. 4: Essay organization

成績の評価方法
Evaluation

出席と課題で判定する。
Attendance, homework assignments, and final essay
Writing Academic English (Fourth Edition), by Alice Oshima and

教科書・参考書類

Ann Hogue, Longman（約 4000 円）

Media

ジャンさんの「英語の頭」を つくる本

– センスのいい科学論文の

ために、ジャン・プレゲンズ、インターメディカル社（1800 円）
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開講コード(Course No.)

学期 (Semester)

歯学特別講義

2

授業科目名
Course

曜／限 (Date)

単位 (Credit)

月/１･2
(Mon/1・2)

Professional Writing
ジャン・プレゲンズ非常勤講師(ルーテル学院大学助教授)
Lecturer: John E. Plagens
(Japan Lutheran College, Assistant Prof.)

担当教官
Instructor

E-mail: plagensj@tka.att.ne.jp
Coordinator: Kayoko Nozawa-Inoue (Div. Oral Anatomy)
E-mail: nozawa@dent.niigata-u.ac.jp

演習場所 Place

2 階 歯学部小会議室 Small Conference room（２F）
Goals of the course: Goals of the course: The second semester will
further the study of composition begun in the first semester. In
addition to weekly assignments, students will be expected to
complete a short report or study in their field at a level of quality
for publication in a professional journal.

Assignments may be

submitted to the instructor by email.

講義・演習の概要
Course Outline

October 15-Ch. 3: Interpreting graphs: Narration, Description,
Exposition
October 29-Ch. 5: Chronological Order: Process Essays
November 12-Ch. 6: Cause/Effect Essays
November 26-Ch.7: Comparison/Contrast Essays
December 10-Writing abstracts, summaries, and introductions;
the "Moves"
January 21-Rhetorical organization of research papers; common
errors
February 18-Final conferences

成績の評価方法
Evaluation

出席と課題で判定する。
Attendance and final paper
Writing Academic English (Fourth Edition), by Alice Oshima and

教科書・参考書類

Ann Hogue, Longman（約 4000 円）

Media

ジャンさんの「英語の頭」をつくる本

– センスのいい科学論文の

ために、ジャン・プレゲンズ、インターメディカル社（1800 円）
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