
脳科学入門 I 「神経情報伝達」 

   

■科目責任者：神谷温之（医学研究院）  

 

■担当教員：神谷温之（医学研究院）  

 

■日時：4月 10日～5月 29日（毎週月曜 5時限）  

 

■単位：1単位  

 

■場所：医学部第２講堂（医学部図書館３階）  

 

■授業の目標：神経系における情報伝達のしくみを学び、脳機能の分子基盤につい

て理解する。 

 

■授業計画： 

１）4月 10日 脳の情報伝達（神谷） 

２）4月 17日 細胞膜の電気的性質（神谷） 

３）4月 24日 イオンチャンネル（神谷） 

４）5月 8日 神経伝達物質と受容体（神谷） 

５）5月 15日 ニューロンの計算原理（神谷） 

６）5月 22日 脳の可塑性と記憶（神谷） 

７）5月 29日 軸索の神経生物学（神谷）/ 試験 

 

■評価方法：試験と出席による総合評価 

 

■問い合わせ先：医学研究院医生物学分野神経生物学教室 神谷温之  

（電話 706-5027、電子メール kamiya@med.hokudai.ac.jp）  



脳科学入門 II 「脳の構造と機能」 

   

■科目責任者：渡辺雅彦（医学研究院）  

 

■担当教員：渡辺雅彦（医学研究院）  

 

■日時：4月 7日～5月 26日（毎週金曜 5時限）  

 

■単位：1単位  

 

■場所：医学部第２講堂（医学部図書館３階）  

 

■授業の目標：ヒトを含め動物一般に共通する神経系の構成、細胞、主な機能

を理解する。 

 

■授業計画： 

毎回プリントを配布し、プリントに沿って説明する。 

１）4月 7日（金）   ニューロンの基本構造と機能特性 

２）4月 14日（金）   シナプスの構造と情報伝達 

３）4月 21日（金）   グリアの種類と機能 

４）4月 28日（金）   脳の部位と機能 

５）5月 12日（金）   シグナル伝達の仕組み（１）：興奮と抑制のシステム 

６）5日 19日（金）   シグナル伝達の仕組み（２）：全体的な神経機能調節, 

７）5日 26日（金）   シグナル伝達の仕組み（３）：局所的な伝達制御、試験  

 

■評価方法：2/3以上の授業のへの出席が単位認定の条件とする。成績は、試験

と出席による総合評価とする。 

 

■問い合わせ先：医学研究院解剖学分野解剖発生学教室 渡辺雅彦  

（電話 706-5032、電子メール aande@med.hokudai.ac.jp）  



脳科学入門 III 「脳機能システム」 

   

■科目責任者：田中真樹（医学研究院）  

 

■担当教員：田中真樹、竹谷隆司（医学研究院） 

 

■日時：6月 5日～6月 29日（毎週月・木曜 5時限）  

 

■単位：1単位  

 

■場所：医・第２講堂（医学部図書館３階） 

※6月 5日のみ医学部中研究棟 3階セミナー室 3-1 

 

■授業の目標：中枢神経系の機能の概略を理解する。 

 

■授業計画： 

配布資料に沿って説明する。 

１）6月 5日（月）概説、感覚系（１）総論・体性感覚 

２）6月 8日（木）感覚系（２）特殊感覚 

３）6月 12日（月）運動系（１）総論、脊髄、脳幹、大脳 

４）6月 19日（月）運動系（２）基底核、小脳 

５）6月 22日（木）統合系（１）自律神経系、視床下部、辺縁系 

６）6月 26日（月）統合系（２）連合野の機能 

７）6月 29日（木）筆記試験 

 

■評価方法：試験による評価 

 

■問い合わせ先：医学研究院生理学分野神経生理学教室 田中真樹  

（電話 706-5039、電子メール masaki@med.hokudai.ac.jp）  

 

  

 



脳科学入門 IV 「脳の分子生物学」 

   

■科目責任者：南 雅文（薬学研究院）  

 

■ 担当教員： 南 雅文（薬学研究院） 

  

■日時：6月 13 日～7月 25 日（毎週火曜 5時限）  

 

■単位：1単位  

 

■場所：薬学部第２講義室（薬学部臨床講義棟１階）  

 

■授業の目標：脳科学の研究に必須な、脳の情報伝達に関与する分子と、それ

ら分子による情報伝達機構を理解させる。 

 

■授業計画： 

毎回プリントを配布し、プリントに沿って説明する。 

１）6月 13日 脳の神経情報伝達（南） 

２）6月 20日 アセチルコリン（南） 

３）6月 27日 カテコラミン（南） 

４）7月 4日 セロトニン（南） 

５）7月 11日 GABA（南） 

６）7月 18日 グルタミン酸（南） 

７）7月 25日 脳の神経情報伝達研究（南） 

 

■評価方法：2/3以上の授業への出席が単位認定の条件とする。成績は、出席と

レポートによる総合評価とする。 

 

■ 問い合わせ先：薬学研究院薬理学研究室 南 雅文  

（電話 706-3246、電子メール mminami@pharm.hokudai.ac.jp）  

 



脳科学入門 V 「脳解剖実習」 

   

■科目責任者：渡辺雅彦（医学研究院）  

 

■担当教員：渡辺雅彦（医学研究院）  

 

■日時：７月２８日  

 

■単位：1単位  

 

■場所：解剖学実習室（医歯学総合研究棟１階）  

 

■授業の目標：ヒト脳の全体像および内部構造をマクロ的に理解する。 

 

■授業計画： 

本科目を履修するためには、脳科学入門 I～Ⅳ・Ⅵから２科目以上履修している

ことが、本実習を履修申請する条件である。 

 

脳実習では実習の手引きを配布し、これに従って以下の項目について学ぶ。 

１．髄膜 

２．脳の血管 

３．脳神経 

４．脳幹の観察 

５．小脳の観察 

６．大脳の脳回と脳溝 

７．脳の断面の観察 

 

■評価方法：出席と履修態度による総合評価 

 

■問い合わせ先：医学研究院解剖学分野解剖発生学教室 渡辺雅彦  

（電話 706-5032、電子メール aande@med.hokudai.ac.jp）  

 

 



脳科学入門Ⅵ 「認知科学の基礎」 
Introduction to Brain Science VI： The Foundations of 

Cognitive Sciences 

   

■Instructor：Kenji OGAWA，Mayumi ADACHI，Yasuhiro KAWABATA，Jun-ichiro 

KAWAHARA，Tadayuki TAYAMA, Hiromi WADA（Graduate School of Letters），

Ayumi SEKI（Faculty of Education）， 

 

■Duration：2017/7/24～2017/7/28 

  

■Credit：2  

 

■Place：Seminar Room 3-1, Central Research Building, School of Medicine 

 

■Course Objectives： 

In recent years, cognitive science and psychology are becoming increasingly related to 

multidisciplinary studies, which jointly aim to reveal how our mind works. This course will 

introduce you to recent topics in human cognitive neuroscience, which is approached by a 

variety of research fields. 

 

■Course Schedule： 

The course will include the lectures in human neuroimaging (Dr. Kenji Ogawa), 

experimental psychology of vision science (Dr. Yasuhiro Kawabata, Dr Tadahiro Tayama, 

and Dr. Jun-ichiro Kawahara), music (Dr. Mayumi Adachi), developmental neurobehavioral 

toxicology (Dr. Hiromi Wada), and developmental disorders (Dr. Ayumi Seki). 

 

■Grading System： 

Your grade will be determined by how much you achieve the goals of this course through:  

1. active participations and discussions with the lecturers and other students in the 

classroom. (40%), 2. short reports or exams required by each lecturer. (60%)  

 



脳科学入門 VII 「脳機能イメージング」 

   

■科目責任者：横澤宏一（保健科学研究院）  
 
■担当教員：小川健二（文学研究科）、白石秀明（北海道大学病院）  
 
■日時：８月または９月の集中講義 （予定） 
 
■単位：1単位  
 

■場所：医歯学総合研究棟地下（MRI室、MEG室）他  
 
■授業の目標：脳機能を計測する基本的な手法を学ぶ。  
 
■授業計画： 
１．（講義）fMRI概論 
２．（講義）fMRIによる脳機能イメージング 
３．（講義）MEG概論 
４．（講義）MEGの臨床応用 
５．（実習）fMRI、MEG計測 
６．（実習）fMRI、MEG解析 

７．（総括） 
 
■評価方法：出席と授業態度、および簡単なレポート課題により評価する。 
 
■準備学習（予習・復習）等の内容と分量： 
必要に応じて、事前学習とレポートを課すことがある。 

 
■問い合わせ先：保健科学研究院 横澤宏一 （電話 706-2828、電子メール
yokosawa@med.hokudai.ac.jp） 

 

 


