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臨
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Clinical Practice

As a part of the Clinical Medical Lectures, Dermatology

臨床実習前の医学部４年生に対する皮膚科学講義は臨

Lectures for 4th-year medical students are given in a week-

床医学講義の一環として一週間の間に計15コマの講義

long intensive course of 15 lectures.

を行う集中講義として実施されています。

It’s impossible for so few lectures to cover all areas of
clinical practice in dermatology. The lectures focus on
prompting interest in dermatological science and improvby introducing them to cutting-edge clinical and research
themes pursued by the Hokkaido University Department

育

Education

教

ing the motivation of students with respect to dermatology

of Dermatology. The post-lecture questionnaires revealed

少ない講義枠で幅広い皮膚科臨床をすべてカバーする
ことは不可能ですので、４年生を対象とした皮膚科学講
義では、北大皮膚科で行っている最新の臨床、研究を
テーマとしたトピックを中心に紹介することで、皮膚科
学への興味と皮膚科診療に対するモチベーションの向上
を計ることを目標としています。今年度も留学から戻っ

研

た夏賀先生の講義も加わり、さらに熱意あふれる講義が

from his overseas research stay, gave enthusiastic lectures.

行われたことが、講義後の学生アンケートからも伝わっ

Regarding the lectures on individual areas of dermatology,

てきています。皮膚科学の各論につきましては、全39

the Dermatology Residency Program, with 39 lectures per

回の講義を１年間を通して「皮膚科研修医プログラム」

year, is given at 5:30PM on Thursdays. It provides resident

（毎週木曜日午後５時半より実施）を実施することで、

doctors and students with basic knowledge of dermato-

究

Research

that the lecturers, including Dr. Natsuga, who returned

logical science. As a way of teaching clinical practice, the
program is useful not only for Hokkaido University students but also for resident doctors in departments other
than the Department of Dermatology. It’s open to all
attend the lecture.

2012 Schedule for Dermatological Lectures
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Hokkaido University students and doctors. Feel free to

(4th-year medical students at Hokkaido University)

Japanese-only section

レクリエーションと行事 甲子会関連ページ

Recreation

Lectures

Instructor

New dermatology
Lethal drug exanthema: How to save the patient from sudden disaster
Update on atopic dermatitis: I'll tell you all about atopic dermatitis
The three observational methods for dermatologists: Dermatological
morphology, dermatopathology and dermoscopy
The wide varieties of skin tumors and the basics of surgery: What is skin
surgery?
The leading edge of molecular dermatologic science: How far we've come!
The mechanism of onset of bullous dermatosis
The roles and joys of being a dermatologist: Why I'd like to come back as a
dermatologist
Life-saving prenatal diagnosis
Diagnose away! Hereditary skin disorders
Skin diseases that form bullae: A look at many clinical photos
Being physician-scientists through dermatological research
New dermatologic surgery originating in Hokkaido
Up-to-date treatment strategies for hereditary disorders: The era of curable
hereditary disorders dawns!
The basics of regenerative dermatology: How can we treat genetic sikn
diseases?
Pathology of skin disorders read from genes
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皮膚科学の基本的な知識を習得できるシステムの教育プ
ログラムを組んでいます。
「皮膚科研修医プログラム」
は北大に在学する学生のみならず、他科で研修中の医師
の皆様にとっても大変ためになるプログラムとなってい
ます。参加は自由ですので、是非お気軽にご参加くださ
い。
2012年度 皮膚科学 講義日程表

（北大医学部４年生）

講義内容
あたらしい皮膚科学
致死的薬疹：突然の災難からいかに救うか
アトピー性皮膚炎Up-to-date：
アトピーのすべてをお話しします
皮膚科医の3つの眼、教えます。
―発疹学、皮膚病理、ダーモスコピー―
多彩な皮膚腫瘍と手術の基本：皮膚外科とは？
分子皮膚科学の最先端：
ここまで解った！水疱症の発症メカニズム
皮膚科医の役割と楽しさ：
生まれ変わっても皮膚科医になりたい理由
命を救う出生前診断
診断しよう！遺伝性皮膚疾患
水疱を生じる皮膚疾患：
臨床写真をたくさん見てみよう！
Physician-scientistになろう：
皮膚科の研究を通して
北海道から発信する新たな皮膚外科
遺伝性疾患に対する最新の治療戦略：
遺伝病が治る時代がやってきた！
皮膚再生医療の基本：
どうしたら先天性皮膚疾患が治るだろう？
遺伝子から読み解く皮膚疾患の病態

For details, see the Department of Dermatology website 
詳細は、北大皮膚科ホームページを参照してください。
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