
 2019先進予防医学研究科（医学博士課程）
１年生前期　講義日程表

H31年度前期（第1・第2クォーター）　

週 日 曜日 １限（8：50～10：20） 2限（10:30〜12:00） 3限（12：50〜14:20） 4限（14:30〜16:00） 5限（16:10〜17:40） 6限（17：50～19:20）

    

※ この講義日程表は1年時のものですが、修得済みの科目を除き 2年生以上の学生も受講可能です。

※ 講義は，Ｄ棟３階e-ラーニング室で行います。（ただし、生命倫理は教育棟第二講義室で行います。）土曜日は建物が施錠されていますので，入館に必要となる学生証を必ず持参ください。

※ VODは視聴可能になりましたら、お知らせいたします。

※ 緑地のセルは、大学にきて受講しなければならない日
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7/13 土

土

7/20 土

7/6

医療統計学・疫学7【金沢】
（神林康弘）[VOD]

医療統計学・疫学8【金沢】
（神林康弘）[対面]

環境と遺伝6【金沢】
（赤木紀之）[VOD]

環境と遺伝7【金沢】
（細道一善）[VOD]

環境と遺伝8【金沢】
（田嶋敦）[対面]
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医療統計学・疫学6【金沢】
（神林康弘）[VOD]
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6/22 土

6/29 土

生命倫理6【金沢】
（塚正彦）（CITI）

医療統計学・疫学4【金沢】
（中村裕之）[VOD]

環境と遺伝4【金沢】
（吉崎智一）[VOD]

生命倫理7【金沢】
（塚正彦）（CITI）

6/1 土

6/8 土

6/15 土

生命倫理2【金沢】
（塚正彦）（CITI）

医療統計学・疫学1【金沢】
（中村裕之）[対面]

環境と遺伝1【金沢】
（中村裕之）[対面]

生命倫理1【金沢】
（塚正彦）

[対面]

医療統計学・疫学2【金沢】
（神林康弘）[VOD]

環境と遺伝2【金沢】
（西條淸史）[VOD]

生命倫理3【金沢】
（塚正彦）（CITI）

環境と遺伝3【金沢】
（市村宏）[VOD]

医療統計学・疫学3【金沢】
（神林康弘）[VOD]

生命倫理8【金沢】
（塚正彦）

[対面]

9：00～
金沢大学オリエンテー
ション

生命倫理4【金沢】
（塚正彦）（CITI）

生命倫理5【金沢】
（塚正彦）（CITI）

環境と遺伝5【金沢】
（篁俊成）[VOD]

医療統計学・疫学5【金沢】
（神林康弘）[VOD]

土

土

土

土
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 2019先進予防医学研究科（医学博士課程）
１年生後期　講義日程表

金沢大学

【金沢】2019先進予防医学研究科1年生（講義日程表）.xlsx

H31年度後期（第3・第4クォーター）　

週 日 曜日 １限（8：50～10：20） 2限（10:30〜12:00） 3限（12：50〜14:20） 4限（14:30〜16:00） 5限（16:10〜17:40） 6限（17：50～19:20）

レギュラトリーサイエンス2【千
葉】 （佐粧・花岡）[VOD]

医療情報管理学2【千葉】[VOD]

レギュラトリーサイエンス3【千
葉】 （佐粧・花岡）[VOD]

医療情報管理学3【千葉】[VOD]

レギュラトリーサイエンス4【千
葉】 （佐粧・花岡）[VOD]

医療情報管理学4【千葉】[VOD]

レギュラトリーサイエンス5【千
葉】 （佐粧・花岡）[VOD]

医療情報管理学5【千葉】[VOD]

レギュラトリーサイエンス6【千
葉】 （佐粧・花岡）[VOD]

医療情報管理学6【千葉】[VOD]

レギュラトリーサイエンス7【千
葉】 （佐粧・花岡）[VOD]

医療情報管理学7【千葉】[VOD]

5 11/2 土
オミクス解析5【金沢】

（田嶋敦）[VOD]
情報医工学5【長崎】[VOD]

マクロ環境5【千葉】
（森千里）[VOD]

レギュラトリーサイエンス8【千
葉】 （佐粧・花岡）[VOD]

医療情報管理学8【千葉】[VOD]

11/9 土

6 11/16 土

バイオインフォマティクス2【金
沢】（観音隆幸）[VOD]

栄養代謝学2【金沢】（太田嗣
人）[VOD]

バイオインフォマティクス3【金
沢】（観音隆幸）[VOD]

栄養代謝学3【金沢】（山本憲
男）[VOD]

バイオインフォマティクス4【金
沢】（田嶋敦）[VOD]

栄養代謝学4【金沢】（金子周
一）[VOD]

バイオインフォマティクス5【金
沢】（細道一善）[VOD]

栄養代謝学5【金沢】（山本靖
彦）[VOD]

バイオインフォマティクス6【金
沢】（細道一善）[VOD]

栄養代謝学6【金沢】（井上啓）
[VOD]

バイオインフォマティクス7【金
沢】（佐藤丈寛）[VOD]

栄養代謝学7【金沢】（飯田宗
穂）[VOD]

10 12/7 土
医療政策・マネジメント2

【千葉】[VOD]
分子腫瘍医科学2【金沢】

（飯田宗穂）[VOD]
放射線健康影響概論2【長崎】

[VOD]
バイオインフォマティクス8【金
沢】（田嶋敦）[VOD]

栄養代謝学8【金沢】（御簾博
文）[VOD]

臨床遺伝学1【長崎】[VOD]

臨床遺伝学2【長崎】[VOD]

臨床遺伝学3【長崎】[VOD]

臨床遺伝学4【長崎】[VOD]

医療政策・マネジメント5
【千葉】[VOD]

分子腫瘍医科学5【金沢】
（大島正伸）[VOD]

放射線健康影響概論5【長崎】
[VOD] 臨床遺伝学5【長崎】[VOD]

医療政策・マネジメント6
【千葉】[VOD]

分子腫瘍医科学6【金沢】
（川井惠一）[VOD]

放射線健康影響概論6【長崎】
[VOD] 臨床遺伝学6【長崎】[VOD]

14 1/11 土
医療政策・マネジメント7

【千葉】[VOD]
分子腫瘍医科学7【金沢】

（川井惠一）[VOD]

放射線健康影響概論7【長崎】
[VOD] 臨床遺伝学7【長崎】[VOD]

15 1/18 土
医療政策・マネジメント8

【千葉】[VOD]
分子腫瘍医科学8【金沢】

（大島正伸）[VOD]

放射線健康影響概論8【長崎】
[VOD] 臨床遺伝学8【長崎】[VOD]

※ この講義日程表は1年時のものですが、修得済みの科目を除き 2年生以上の学生も受講が可能です。

※ 講義は，Ｄ棟３階e-ラーニング室で行います。（ただし、生命倫理は教育棟第二講義室で行います。）土曜日は建物が施錠されていますので，入館に必要となる学生証を必ず持参ください。

※ VODは視聴可能になりましたら、お知らせいたします。

※ 緑地のセルは、大学にきて受講しなければならない日（但し、選択必須科目は、その履修者のみ）

バイオインフォマティクス1【金
沢】（田嶋敦）[VOD]

栄養代謝学1【金沢】（篁俊成）
[VOD]

医療政策・マネジメント4
【千葉】[VOD]

12/21

1/4 土

土

土

土

土

土

土

土

オミクス解析7【金沢】
（篁俊成）[VOD]

放射線健康影響概論3【長崎】
[VOD]

オミクス解析8【金沢】
（田嶋敦）[遠隔対面]

情報医工学8【長崎】
（　　　）[遠隔対面]

マクロ環境8【千葉】
（諏訪園靖）[遠隔対面]

オミクス解析6【金沢】
（御簾博文）[VOD]

情報医工学6【長崎】[VOD]
マクロ環境6【千葉】
（櫻井健一）[VOD]

8

9

11/23
（9：30～

３大学接続テスト）

（9：30～
３大学接続テスト）

11 12/14
医療政策・マネジメント3

【千葉】[VOD]

医療政策・マネジメント1
【千葉】(近藤克則)[遠隔対面]

医療情報管理学1【千葉】
(藤田伸輔)[VOD]

2

3

オミクス解析2【金沢】
（細道一善）[VOD]

情報医工学2【長崎】[VOD]
マクロ環境2【千葉】
（近藤克則）[VOD]

オミクス解析3【金沢】
（御簾博文）[VOD]

情報医工学3【長崎】[VOD]
マクロ環境3【千葉】
（花里真道）[VOD]

マクロ環境1【千葉】
（中岡宏子）[遠隔対面]

レギュラトリーサイエンス1
【千葉】 （佐粧・花岡）
[VOD]

12

1 10/5 土

7 土

分子腫瘍医科学1【金沢】
（平尾敦）[遠隔対面]

放射線健康影響概論1【長崎】
（高村昇）[遠隔対面]

4
オミクス解析4【金沢】

（田嶋敦）[VOD]
情報医工学4【長崎】[VOD]

マクロ環境4【千葉】
（戸高恵美子）[VOD]

10/12

10/19

10/26

11/30

11/16
マクロ環境7【千葉】
（近藤克則）[VOD]

情報医工学7【長崎】[VOD]

分子腫瘍医科学3【金沢】
（加賀谷尚史）[VOD]

オミクス解析1【金沢】
（原章規）[遠隔対面]

情報医工学1【長崎】
(    ）[遠隔対面]

（9：30～
３大学接続テスト）

13

分子腫瘍医科学4【金沢】
（後藤典子）[VOD]

放射線健康影響概論4【長崎】
[VOD]



 2019先進予防医学研究科（医学博士課程）
２年生前期　講義日程表

H30年度前期(第1・第2クォーター)

週 日 曜日 １限（8：50～10：20） 2限（10:30〜12:00） 3限（12：50〜14:20） 4限（14:30〜16:00） 5限（16:10〜17:40） 6限(17：50～19:20)
サステイナブル環境健康科学1
【千葉】(森)[VOD]

社会疫学1【千葉】[VOD](近藤)

サステイナブル環境健康科学2
【千葉】(戸高)[VOD]

社会疫学2【千葉】[VOD](近藤)

サステイナブル環境健康科学3
【千葉】(戸高)[VOD]

社会疫学3【千葉】[VOD](近藤)

サステイナブル環境健康科学4
【千葉】(中岡)[VOD]

社会疫学4【千葉】[VOD](近藤)

サステイナブル環境健康科学5
【千葉】(戸高)[VOD]

社会疫学5【千葉】[VOD](近藤)

サステイナブル環境健康科学6
【千葉】(櫻井)[VOD]

社会疫学6【千葉】[VOD](近藤)

サステイナブル環境健康科学7
【千葉】(花里)[VOD]

社会疫学7【千葉】[VOD](近藤)

サステイナブル環境健康科学8
【千葉】(花里・森)[VOD]

社会疫学8【千葉】[VOD](近藤)

分子薬剤応答学1【金沢】（中嶋
美紀）[VOD]

探索イメージング学1【金沢】
（絹谷清剛）[VOD]

分子薬剤応答学2【金沢】（中嶋
美紀）[VOD]

探索イメージング学2【金沢】
（柴和弘）[VOD]

分子薬剤応答学3【金沢】（崔吉
道）[VOD]

探索イメージング学3【金沢】
（松尾信郎）[VOD]

分子薬剤応答学4【金沢】（玉井
郁巳）[VOD]

探索イメージング学4【金沢】
（田中志信）[VOD]

分子薬剤応答学5【金沢】（中嶋
美紀）[VOD]

探索イメージング学5【金沢】
（瀧淳一）[VOD]

分子薬剤応答学6【金沢】（玉井
郁巳）[VOD]

探索イメージング学6【金沢】
（瀧淳一）[VOD]

分子薬剤応答学7【金沢】（中西
猛夫）[VOD]

探索イメージング学7【金沢】
（中嶋憲一）[VOD]

分子薬剤応答学8【金沢】（中嶋
美紀）[VOD]

探索イメージング学8【金沢】
（絹谷清剛）[VOD]

メディカルロボティクス1【長
崎】[VOD]

地域医療論1【長崎】[VOD]

メディカルロボティクス2【長
崎】[VOD]

地域医療論2【長崎】[VOD]

メディカルロボティクス3【長
崎】[VOD]

地域医療論3【長崎】[VOD]

メディカルロボティクス4【長
崎】[VOD]

地域医療論4【長崎】[VOD]

メディカルロボティクス5【長
崎】[VOD]

地域医療論5【長崎】[VOD]

メディカルロボティクス6【長
崎】[VOD]

地域医療論6【長崎】[VOD]

メディカルロボティクス7【長
崎】[VOD]

地域医療論7【長崎】[VOD]

メディカルロボティクス8【長
崎】[VOD]

地域医療論8【長崎】[VOD]

※ VODは視聴可能になりましたら、お知らせいたします。
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7/13 土

土

7/20 土

7/610
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6/22 土

6/29 土

6/1 土

6/8 土

6/15 土

5/4

5/11

5/18

5/25

土

土

土

土

1

2

3
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 2019先進予防医学研究科（医学博士課程）
２年生後期　講義日程表

金沢大学

【金沢】2019先進予防医学研究科2年生（講義日程表）.xlsx

H30年度後期(第3・第4クォーター)

週 日 曜日 １限（8：50～10：20） 2限（10:30〜12:00） 3限（12：50〜14:20） 4限（14:30〜16:00） 5限（16:10〜17:40） 6限(17：50～19:20)

レギュラトリーサイエンス2【千
葉】 (羽田・花岡・佐藤)[VOD]

医療情報管理学2【千葉】[VOD]

レギュラトリーサイエンス3【千
葉】 (羽田・花岡・佐藤)[VOD]

医療情報管理学3【千葉】[VOD]

レギュラトリーサイエンス4【千
葉】 (羽田・花岡・佐藤)[VOD]

医療情報管理学4【千葉】[VOD]

レギュラトリーサイエンス5【千
葉】 (羽田・花岡・佐藤)[VOD]

医療情報管理学5【千葉】[VOD]

レギュラトリーサイエンス6【千
葉】 (羽田・花岡・佐藤)[VOD]

医療情報管理学6【千葉】[VOD]

レギュラトリーサイエンス7【千
葉】 (羽田・花岡・佐藤)[VOD]

医療情報管理学7【千葉】[VOD]

5 11/2 土
レギュラトリーサイエンス8【千
葉】 (羽田・花岡・佐藤)[VOD]

医療情報管理学8【千葉】[VOD]

6 11/9 土
バイオインフォマティクス1【金
沢】（田嶋敦）[VOD]

栄養代謝学1【金沢】（篁俊成）
[VOD]

バイオインフォマティクス2【金
沢】（観音隆幸）[VOD]

栄養代謝学2【金沢】（太田嗣
人）[VOD]

バイオインフォマティクス3【金
沢】（観音隆幸）[VOD]

栄養代謝学3【金沢】（山本憲
男）[VOD]

バイオインフォマティクス4【金
沢】（田嶋敦）[VOD]

栄養代謝学4【金沢】（金子周
一）[VOD]

バイオインフォマティクス5【金
沢】（細道一善）[VOD]

栄養代謝学5【金沢】（山本靖
彦）[VOD]

バイオインフォマティクス6【金
沢】（細道一善）[VOD]

栄養代謝学6【金沢】（井上啓）
[VOD]

バイオインフォマティクス7【金
沢】（佐藤丈寛）[VOD]

栄養代謝学7【金沢】（飯田宗
穂）[VOD]

10 12/7 土
バイオインフォマティクス8【金
沢】（田嶋敦）[VOD]

栄養代謝学8【金沢】（御簾博
文）[VOD]

行動・精神衛生1【長崎】[VOD] 臨床遺伝学1【長崎】[VOD]

行動・精神衛生2【長崎】[VOD] 臨床遺伝学2【長崎】[VOD]

行動・精神衛生3【長崎】[VOD] 臨床遺伝学3【長崎】[VOD]

行動・精神衛生4【長崎】[VOD] 臨床遺伝学4【長崎】[VOD]

行動・精神衛生5【長崎】[VOD] 臨床遺伝学5【長崎】[VOD]

行動・精神衛生6【長崎】[VOD] 臨床遺伝学6【長崎】[VOD]

14 1/11 土 行動・精神衛生7【長崎】[VOD] 臨床遺伝学7【長崎】[VOD]

15 1/18 土 行動・精神衛生8【長崎】[VOD] 臨床遺伝学8【長崎】[VOD]

※ VODは視聴可能になりましたら、お知らせいたします。

12/21

1/4 土

土

土

土

土

土

土

土

8

9

11/23

11 12/14

医療情報管理学1【千葉】
(藤田伸輔)[VOD]

2

3

レギュラトリーサイエンス1
【千葉】 (羽田・花岡・佐藤)
[遠隔対面]

12

1 10/5 土

7 土

4

10/12

10/19

10/26

11/30

11/16

13
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