シラバス
ナンバリングコード／科目番
号
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科目名

精神医学概論

科目名（英語）

Psychiatry

授業形態

講義（オンライン：オンデマンド型）

標準履修年次

1 年次

実施学期・曜時限等

秋 AB・月曜 3 限

使用教室
単位数

1.0

担当教員名

新井 哲明, 太田
晶, 根本 清貴

使用言語（☑してください）

深秀, 佐藤

晋爾, 白鳥

裕貴, 太刀川

弘和, 高橋

☑日本語 ・ □英語 ・ □バイリンガル

ティーチングフェロー(TF)・
ティーチングアシスタント
(TA)

なし

オフィスアワー等

随時（メールで予定を確認のうえ、訪問すること）
新井 哲明 4632tetsu@md.tsukuba.ac.jp
汎用

学位プログラム・コンピテン
スとの関係

授業の到達目標
（学修成果）

専門

基礎知識の活用力

患者さんの思いと精神医学の果たすべき社会的役割を認識しつつ、一般
的な精神疾患と神経科学に関する基本的な知識を身に付ける。
Acquire the basic knowledge of common mental disorders and neuroscience with
consideration of patients’ feeling and the social aspects of psychiatry.

他の授業科目との関連

履修条件

なし

授業概要

精神医学の実践は心を病む人を対象とする。その人の持つ精神医学的問
題点を明らかにし、対応策を講じる。考え得る治療法の中から、その人
の価値観と決定に従って最善のものを実行する。
In the clinical settings of psychiatry, psychiatrists treat those
who suffer from mental disorders. For such individuals, we need
to assess their mental problems accurately and figure out
strategies. Then we select and practice the best remedy for them,
taking the value and decision of our patients into consideration.

キーワード

精神障害、認知症、内因性、器質性、心因性、自殺、依存、災害、画
像、睡眠、バイオマーカー

授業計画

第 1 回（10 月 5 日、3 時限）新井

哲明

ARAI Tetsuaki

精神医学総論
the element of psychiatry
第 2 回（10 月 12 日、3 時限）松﨑 朝樹 MATSUZAKI Asaki
内因性精神障害
endogenous psychiatric disorders
第 3 回（10 月 19 日、3 時限）太田 深秀 OTA Miho
認知症・器質性精神障害
dementia/ Organic mental disorders
第 4 回（10 月 26 日、3 時限）佐藤 晋爾 SATO Shinji
心因性精神障害
psychogenic disorders
第 5 回（11 月 2 日、時限）白鳥 裕貴 SHIRATORI Yuki
精神科救急と精神医療の役割
The role of psychiatric emergency and community psychiatric
treatment
第 6 回（11 月 16 日、時限）高橋 晶 Sho Takahashi
災害精神支援
disaster psychiatry
第 7 回（11 月 30 日、時限）井出 政行 Masayuki Ide
バイオマーカー
biomarker
第 8 回（12 月 7 日、時限）根本 清貴 Kiyotaka Nemoto
精神障害の脳画像
neuroimaging of the neuropsychiatric disorders
第 9 回（12 月 14 日、時限）塚田 恵鯉子 Eriko Tsukada
睡眠学
Hypnology
第 10 回（12 月 21 日、時限）太刀川 弘和 Hirokazu Tachikawa
薬物依存症・自殺予防
Drug dependence/ Suicide prevention
学修時間の割り当て及び授業
外における学修方法

授業は全て講義（100％）で実施する。 授業範囲を予習し、授業後には
必ず復習すること。
All classes are conducted in lectures (100%). Preparing for the range of classes
and reviewing them after class

単位取得要件

70％以上の出席およびレポートの提出を単位取得要件とする。
More than 70% attendance and submitting a term report are required for earning
the credit.

成績評価方法

出席率とレポートの内容により評価する。
Evaluated by the attendance rate and the quality of a term report.
レポートテーマ：授業全体への意見・感想をレポート用紙 A4
にまとめる

教材・参考文献・配付資料等

大熊輝雄著 現代臨床精神医学 改訂第 12 版 金原出版
Okuma. Modern clinical psychiatry, Kanehara-shuppan, Tokyo (in
Japanese)
Sadock, Sadock and Ruiz. Kaplan and Sadock's Synopsis of Psychiatry:
Behavioral Sciences/Clinical Psychiatry Eleventh Edition

その他（受講生にのぞむこと
や受講上の注意点等）

1 枚程度

