
月 日 曜日 時限 講義（実習）題目 担当講座名 担当教員名 職名 準�備 チューター

4 3 金 1.2 序論・細胞傷害（1）講義 生体反応病理学 豊國 教授 三澤

6 月 1.2 細胞傷害（2）講義 生体反応病理学 豊國 教授 三澤

7 火 1.2 代謝障害（1）講義 生体反応病理学 豊國 教授 三澤

20 月 1.2 代謝障害（2）/遺伝性・先天性疾患�講義 生体反応病理学 豊國 教授 三澤

21 火 1.2 循環障害�講義 生体反応病理学 豊國 教授 三澤

27 月 1.2 循環障害�実習 生体反応病理学 豊國・赤塚 教授・講師 三澤 山下（享）

5 8 金 1.2 炎症・免疫�講義 生体反応病理学 山下（享） 助教 三澤

11 月 1.2 炎症・免疫�実習 生体反応病理学 山下（享） 助教 三澤 赤塚・大原

12 火 1.2 腫瘍�講義（1）� 腫瘍病理学 高橋 教授 牛田

15 金 1.2 腫瘍�講義（2）� 腫瘍病理学 高橋 教授 牛田

18 月 1.2 腫瘍�実習（1） 腫瘍病理学 高橋 教授 牛田 三井・白木

19 火 1.2 消化器�講義（1）� 医療技術学専攻・病態解析学講

座 川井 准教授 内山

22 金 1.2 腫瘍�実習（2） 腫瘍病理学 高橋 教授 内山 村松・白木

25 月 1.2 消化器�講義（2）� 公立陶生病院 小野（非） 部長 三澤

26 火 1.2 消化器�実習（1）� 医療技術学専攻・病態解析学講

座 川井 准教授 内山 浅井（真）・三井

6 1 月 1.2 消化器�講義・実習（3） 北里大学 村雲（非） 教授 牛田 三井・白木

2 火 1.2 消化器�実習（2）� 一宮市立市民病院 中島 部長 三澤 岡﨑・大原

8 月 1.2 造血器�講義（1） 臓器病態診断学 中村 教授 三澤

9 火 1.2 造血器�講義（2） 臓器病態診断学 中村 教授 三澤

15 月 1.2 造血器�実習 臓器病態診断学 中村 教授 三澤 高原・露木

16 火 1.2 乳腺�講義・実習 国立病院機構

名古屋医療センター 市原（非） 医長 内山 榎本・三井

18 木 3.4 呼吸器�講義（1）� 名古屋掖済会病院 横井（非） 部長 内山

19 金 1.2 呼吸器�実習（1） 腫瘍病理学 榎本 准教授 内山 村松・白木

22 月 1.2 呼吸器�講義（2）� 愛知県がんセンター 谷田部（非） 部長 三澤

23 火 1.2 呼吸器�実習（2） 病理部 下山 准教授 内山 鈴木・露木

25 木 3.4 神経系�講義（1）� 愛知医科大学 吉田（非） 教授 三澤

26 金 1.2 神経系�講義（2）� 愛知県コロニー 中山（非） 部長 三澤

29 月 1.2 神経系�実習 腫瘍病理学 榎本 准教授 牛田 山下（大）・露木

29 月 3.4 内分泌�講義� 腫瘍病理学 浅井（直） 准教授 牛田

30 火 1.2 内分泌�実習 腫瘍病理学 浅井（直） 准教授 牛田 浅井（真）・三井

7 1 水 3.4 生殖器�講義（1） 医療技術学専攻・病態解析学講

座 長坂 教授 内山

3 金 1.2 生殖器�実習（1） 医療技術学専攻・病態解析学講

座 長坂 教授 内山 鈴木・露木

6 月 1.2 生殖器�講義･実習（2） 医療技術学専攻・病態解析学講

座 長坂 教授 内山 山下（大）・露木

7 火 1.2 泌尿器�講義（1） 名古屋第二赤十字病院 都築（非） 部長 三澤

8 水 1.2 泌尿器�講義（2） 生体反応病理学 岡﨑 講師 三澤

10 金 1.2 泌尿器�実習 生体反応病理学 岡﨑 講師 三澤 赤塚・大原

13 月 1.2 感染症�講義・実習 刈谷豊田総合病院 伊藤（誠）（非） 部長 三澤 岡﨑・大原

14 火 1.2 皮膚・骨軟部�講義 生体反応病理学 岡﨑 講師 三澤

15 水 1.2 皮膚・骨軟部�実習 生体反応病理学 岡﨑 講師 三澤 赤塚・山下（享）

17 金 1.2 循環器�講義 腫瘍病理学 浅井（直） 准教授 牛田

21 火 1.2 循環器�実習 腫瘍病理学 浅井（直） 准教授 牛田 浅井（真）・村松

22 水 1.2 病理学総論本試
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病理学総論・各論講義・実習予定表（平成27年度）4月〜7月

高橋�雅英�病理病態学講座腫瘍病理学�教授��横井�豊治�名古屋掖済会病院病理診断科　部長（非）

中村�栄男�高次医用科学講座（病理部）�教授���吉田�真理�愛知医科大学加齢医科学研究所 教授（非）

長坂�徹郎�医療技術学専攻・病態解析学講座 教授���市原��周�名古屋医療センター病理診断科 医長（非)

川井�久美�医療技術学専攻・病態解析学講座�准教授�村雲�芳樹�北里大学医学部病理学�教授（非）

豊國�伸哉�病理病態学講座生体反応病理学�教授�中山�敦雄�愛知県コロニー発達障害研究所 部長（非）

浅井�直也�病理病態学講座腫瘍病理学�准教授��伊藤��誠�刈谷豊田総合病院検査部 部長（非）

榎本�篤�病理病態学講座腫瘍病理学�准教授�� 小野�謙三�公立陶生病院病理部 部長（非）

下山�芳江�病理部�准教授� 赤塚�慎也�病理病態学講座分子病理診断学�講師�山下�享子�病理病態学講座生体反応病理学�助教

岡﨑�泰昌�病理病態学講座生体反応病理学�講師��都築�豊徳�名古屋第二赤十字病院病理部 部長（非）

谷田部�恭�愛知県がんセンター遺伝子病理診断部部長（非）�中島�広聖�一宮市立市民病院病理科�科長（非）


