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Table 1 1年生の学習内容

人体の構造と機能 1（1年生)

神経系の基幹概念（系統発生と個体発生）

脊椎動物の基本体制左右相称

脊椎動物の体軸頭尾軸，背腹軸，内・外側軸

ヒト（直立二足歩行）の体軸上下軸，前後軸，左右軸

エネルギーと情報背側に神経管（脊髄と脳），腹側に消化管

頭化（cephalization）脳の成立（栄養門と感覚門）
発生学の要点脊索 ⇔ 神経管（脊髄）

沿軸中胚葉（分節性) → 体節，椎板，皮筋板

脊髄と脊髄神経ベル・マジャンディーの法則

前角と前根遠心性（運動) ⇔ 後角と後根求心性（感覚)

後枝→背側・軸上筋 ⇔ 前枝→腹側・軸下筋

中枢神経系の機能情報の入力・処理・出力
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神経系の臨床解剖学教育

永 島 雅 文

埼玉医科大学医学部解剖学

神経解剖学の教育は，いわゆる神経症候学のみなら

ず，画像診断や外科治療の臨床実践にとって極めて重

要な基礎医学のテーマであるが，学部学生にとって難

しい学習課題でもある．埼玉医科大学医学部では，1

年生と 2年生を対象とした統合カリキュラム「人体

の構造と機能」コースの複数のユニットにおいて，神

経解剖学の学習効果を高める工夫をこらしている．

1年生には，発生と進化（個体発生と系統発生）を

中心に，神経系の機能原理を講義するとともに，骨学

標本やプラスティネーション標本の観察実習で，脳や

脊髄の形態との関連性を学習する機会を設けている．

ヒトの中枢神経系を理解するための基幹概念として，

Table 1に示すような項目を特に強調している．

2年生には，構造系実習（肉眼解剖学実習72時間），

神経系の講義（約15時間），脳実習（6時間程度）を

中心として，神経疾患の病態と診断・治療に関連させ

ながら神経解剖学を学習させている．さらに臨床推論

ユニットでは「脱力・麻痺」をテーマとして，小グルー

プ課題学習（いわゆる problem-based learningの形

式）を指導している（6時間程度）．臨床推論のグルー

プ討論での学習課題は，自覚症状としての脱力と筋力

低下の鑑別診断，脱力に関連する筋・支配神経，責任

病巣と随伴症状などである．

6年生には，脳・神経系疾患シリーズの初回講義

「構造と機能中枢伝導路」と，骨・軟部組織・運動

器疾患シリーズの初回講義「脊椎の発生と脊髄神経の

機能解剖」を担当している．これらの授業では，臨床

実習を終えた学生が，神経解剖学の重要性を再認識し

ている事を実感できる．

また夏期休暇中の課外学習では，有志の上級生が

「臨床解剖セミナー」に参加している．この期間中に

供覧される脳神経外科や整形外科の模擬手術は，神経

解剖学の理解を深める貴重な機会となっている．平成

23年度も大学院生を含めて延べ40名程の学生が参集

し，多くの外科医の協力により，充実したセミナーと

なった（Table 2）．

シンポジウムでは脳実習や模擬手術の映像記録を含

めて，上記の教育実践について紹介した．従来の統合

カリキュラムは，解剖学と生理学が連携した「人体の

構造と機能」コースや，生化学と分子生物学が連携し

て「細胞生物学」コースを運営するように，「横の統

合」すなわち学問領域（オロジー）の統合が意識され

ていたように思う．私は，臨床医学と基礎医学の連携

による「縦の統合」が一層重要であると考えている．

こうした統合カリキュラムを担当する教員には，基礎

教養（リテラシー，語学，文献検索などの能力），教
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Table 2 平成23年度 第 9回臨床解剖セミナー
Clinical Anatomy for Diagnosis and Surgery

日 程 午前（1000～1200) 午後（1400～1600)

8月22日(月)
救命救急処置

松枝先生（川越・ER)

股関節の外科

鳥尾先生（日高・整形外科)

救命救急処置

松枝先生（川越・ER)

8月23日(火)
顔面・鼻腔・副鼻腔の外科

加瀬先生（毛呂・耳鼻科)

8月24日(水)

骨盤内臓器の外科解剖

朝倉先生（毛呂・泌尿器科)

頭蓋内の外科解剖

山根先生（日高・脳外科)

頭蓋内の外科解剖

栗田先生（日高・脳外科)

8月25日(木)
頭蓋内の外科解剖

張先生（川越・脳外科)

腹部臓器の外科解剖

篠塚先生（毛呂・消化器外科)

8月26日(金)
側頭骨の外科解剖

池薗先生（毛呂・耳鼻科)

骨盤内臓器の外科解剖

梶原先生（毛呂・産婦人科)

Fig. 1 求められる教員像

Education of clinical neuroanatomy

Masabumi NAGASHIMA
Department of Anatomy, Faculty of Medicine, Saitama Medical University

At Saitama Medical University, neuroanatomy is taught in the courses of ``Structure and Function of the Human Body''. Although
neuroanatomy is indispensable in understanding the physiology and pathology of the nervous system, it is a di�cult subject for many
students. Students should be challenged to understand the patients' symptoms, as well as diagnostic and therapeutic strategies.
At the symposium, I presented my methods for teaching neuroanatomy, which included class lectures, dissection techniques, and
small group learning practices. Through group discussion and team-based learning, students learning improved. They could better in-
terpret patients' troubles and discuss the di�erential diagnosis. Furthermore, they understood the attributes of muscle weakness as-
sociated with functional anatomy of the corticospinal tract and the peripheral nervous system.
As a result of our university's curricular reformation, we have made learning more meaningful for students by integrating multiple
research �elds (e.g., anatomy, physiology, and biochemistry). However, we have also discovered the need to implement programs
that integrate the basic and clinical medical sciences. In the future, we believe that it will be important to increase the educational
resources needed to learn clinical reasoning and decision making with the aim to provide quality hospital care. The process will need
the input of teachers, researchers and clinicians.
Key words: neuroanatomy, medical education, clinical practice

5神経系の臨床解剖学教育

育の知（講義の技術や実習の指導性），研究の知（構

想力，洞察力，発信力）に加えて，できれば臨床の知

として教員自身の臨床経験が求められると思う（Fig.

1）．


