
くちの感染マネージメントプログラム

歯周病制御コース

「最新歯周病学」 時間割コード：260189

F棟4階　大学院セミナー室／18:00～19:30

波多准教授（生化）

回 種別 授業内容
担当教員／

（教室・部）

1 10月13日 （木） PBL コース説明・概論 波多准教授（生化）

2 10月20日 （木） PBL
テーマ１：骨免疫
①ミニ講義、論文選定、abstract発表

波多准教授（生化）

3 10月27日 （木） PBL
テーマ１：骨免疫
②スライド作製、質問

波多准教授（生化）

4 11月10日 （木） PBL
テーマ１：骨免疫
③プレゼンテーション

波多准教授（生化）

5 11月17日 （木） 講義
骨の破壊と形成の制御機構 ～基礎と臨床と創薬開発
へ～

西村教授（生化）

6 11月24日 （木） PBL
テーマ ２：歯周病と全身疾患
①ミニ講義、論文選定、abstract発表

山下講師（治療）

7 12月1日 （木） PBL
テーマ２：歯周病と全身疾患
②スライド作製、質問

山下講師（治療）

8 12月8日 （木） PBL
テーマ２：歯周病と全身疾患
③プレゼンテーション

山下講師（治療）

9 12月15日 （木） 講義

テーマ３：歯周病菌Porphyromonas gingivalis
①講義「歯周病菌Porphyromonas gingivalis の研究
の最新動向」論文選定

竹内講師（予防）

10 1月12日 （木） PBL
テーマ３：歯周病菌Porphyromonas gingivalis
②スライド作成、質問

竹内講師（予防）

11 1月19日 （木） PBL
テーマ３：歯周病菌Porphyromonas gingivalis
③プレゼンテーション

竹内講師（予防）

12 1月26日 （木） PBL
テーマ４：破骨細胞
①ミニ講義、論文選定、abstract発表

Lu助教 (フロンティア)

13 2月9日 （木） PBL
テーマ４：破骨細胞
②スライド作製、質問

Lu助教 (フロンティア)

14 2月16日 （木） PBL
テーマ４：破骨細胞
③プレゼンテーション

Lu助教 (フロンティア)

15 3月2日 （木） PBL 総合討論 波多准教授（生化）

コースリーダー：

日程：

月日（曜）

2022年度　大学院ＰＢＬプログラム

プログラム：

コース：

科目名：

サブタイトル：

場所／時間：



くちの生命シミュレーションプログラム

咀嚼・嚥下機能回復コース

「咀嚼・嚥下リハビリテーション学」 時間割コード：260191

F棟4階　大学院セミナー室／18:00～19:30

和田准教授（二補）

回 種別 授業内容
担当教員／

（教室・部）

1 10月4日 （火） 講義 オリエンテーション 和田准教授（二補）

2 10月11日 （火） 講義 デジタルテクノロジーによる補綴歯科治療 若林助教（一補）

3 10月18日 （火） PBL 課題提示 若林助教（一補）

4 10月25日 （火） PBL コアタイム（グループディスカッション） 若林助教（一補）

5 11月1日 （火） PBL プレゼンテーション 若林助教（一補）

6 11月8日 （火） PBL 文献整理・追加調査 和田准教授（二補）

7 11月15日 （火） 講義 補綴治療/診断を支援する人工知能 山口准教授（理工）

8 11月22日 （火） PBL 課題提示 山口准教授（理工）

9 11月29日 （火） PBL コアタイム（グループディスカッション） 山口准教授（理工）

10 12月6日 （火） PBL プレゼンテーション 山口准教授（理工）

11 12月13日 （火） PBL 文献整理・追加調査 和田准教授（二補）

12 12月20日 （火） 講義 咀嚼嚥下機能評価 長島教授（総診）

13 1月10日 （火） PBL 課題提示 長島教授（総診）

14 1月17日 （火） PBL コアタイム（グループディスカッション） 長島教授（総診）

15 1月24日 （火） PBL プレゼンテーション 長島教授（総診）

コースリーダー：

日程：

月日（曜）

2022年度　大学院ＰＢＬプログラム

プログラム：

コース：

科目名：

サブタイトル：

場所／時間：



くちの成育サポートプログラム

先天性疾患治療コース

「先端口腔診断学」 時間割コード：260192

顎顔面の形態形成と疾患

F棟4階　大学院セミナー室／18:00～19:30

阿部講師（一解）

回 種別 授業内容
担当教員／

（教室・部）

1 10月3日 （月） 講義 顎顔面の成長発育 村上講師（障治）

2 10月17日 （月） PBL 論文抄読とグループ発表 村上講師（障治）

3 10月24日 （月） 講義 顎顔面の発生 阿部講師（一解）

4 10月31日 （月） PBL 論文抄読とグループ発表 阿部講師（一解）

5 11月14日 （月） 講義 顎顔面の骨格異常と遺伝子診断 佐藤講師（病理）

6 11月21日 （月） PBL 論文抄読とグループ発表 宇佐美講師（病理）

7 11月28日 （月） 講義 歯牙硬組織の超微構造 三浦助教（総診）

8 12月5日 （月） PBL 論文抄読とグループ発表 三浦助教（総診）

9 12月12日 （月） 講義 顎顔面の成長発育を知るための画像診断 島本助教（放射線）

10 12月19日 （月） PBL 論文抄読とグループ発表 島本助教（放射線）

11 1月16日 （月） 講義 顎顔面軟組織の成長発育・形成異常の診断 黒坂准教授（矯正）

12 1月23日 （月） PBL 論文抄読とグループ発表 黒坂准教授（矯正）

13 1月30日 （月） 講義 顎顔面先天異常の診断と治療 田中教授（一外）

14 2月6日 （月） PBL 論文抄読とグループ発表 田中教授（一外）

15 2月13日 （月） 講義 全体のまとめ 阿部講師（一解）

コースリーダー：

日程：

月日（曜）

2022年度　大学院ＰＢＬプログラム

プログラム：

コース：

科目名：

サブタイトル：

場所／時間：



「口腔顔面疼痛学」 時間割コード：260200

F棟4階　大学院セミナー室／秋冬学期　18:00～19:30

加藤教授（生理）

回 種別 授業内容
担当教員／

（教室・部）

1 10月7日 （金） 講義 口腔顔面疼痛学総論 加藤教授 (生理)

2 10月14日 （金） 講義 口腔顔面痛の解剖と生理 豊田准教授 (生理)

3 10月21日 （金） 講義 歯原性疼痛 高橋講師 (保存)

4 10月28日 （金） PBL 歯原性疼痛 高橋講師 (保存)

5 11月11日 （金） 講義 非歯原性疼痛 工藤准教授 (麻酔)

6 11月18日 （金） PBL 非歯原性疼痛 工藤准教授 (麻酔)

7 11月25日 （金） 講義 顎関節症の痛み 石垣准教授 (一補)

8 12月2日 （金） PBL 顎関節症の痛み 石垣准教授 (一補)

9 12月9日 （金） 講義 口腔外科領域の痛み 田中教授 (一外)

10 12月16日 （金） PBL 口腔外科領域の痛み 田中教授 (一外)

11 12月23日 （金） 講義 歯科心身症 片桐講師 (生理)

12 1月6日 （金） 講義 ペインクリニック 花本講師 (麻酔)

13 1月20日 （金） PBL ペインクリニック 花本講師 (麻酔)

14 1月27日 （金） PBL 総合症例検討会 全員

15 2月3日 （金） PBL 総合症例検討会　(試験を含む) 全員

コースリーダー：

日程：

月日（曜）

2022年度　大学院ＰＢＬプログラム

プログラム：

コース：

科目名：

サブタイトル：

場所／時間：


