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I.本学サイエンス・リーダーズ・キャンプ（SLC）の目的

　高等学校の理科系教員にとり生命科学・医科学・医工学分野の知識は教育活動を行う上で重要性が増している。し

かしその内容の理解はどうしても知識に偏り、実際に実習等を通じで体験するチャンスは少ないのが現実である。現

代においてこれらの分野では様々な研究機器、研究手法が用いられているが、その本質の一つに未知の物、事象の

「可視化」が挙げられ、研究者は日常的にこの可視化作業を実験として実施している。可視化技術の代表的なものと

しては１）免疫染色法による組織切片上の物質の可視化、２）電子顕微鏡観察による微細構造の可視化、３）PCR 法

による遺伝子の可視化が挙げられるが、これの研究手法は他の実験手法、例えばウェスタンブロッティングや In situ 

hybridization 法等と原理的には共通するため、20 世紀後半から発達してきた現代生命科学の研究戦略の基盤をなす

技術であり、とりもなおさず現代の先端研究を支える基盤であると言える。さらに広く科学一般に目を向ければ、可

視化の技術は生命科学だけではなくサイエンスの基本的な目的であるとも言える。今回私たちはサイエンス・リーダー

ズ・キャンプ（SLC）において、

①生命科学や医科学の先端研究を理解する上で必要となる基礎技術を理解し体験すること。

②これらの基礎技術を用いた最先端研究の実例を知ること。

③上記２つの内容を教育活動で活かすための具体的な方法や問題点を理解し、その実践方法を考えてもらうこと。

以上の３つを目的とした。この目的を達成するため、私たちは「可視化」をキーワードとして上記 1) ～ 3) について

の実験実習とこれを応用した先端研究を紹介する講演を実施するとともに、旭川医科大学におけるこれまでの高校生

に対する先端技術の実験実習を行った実績の紹介を行う事とした。さらに、本学における先端医工学を活かした未来

遠隔医療の実践部門である遠隔医療センターの見学を行うことで、医療現場における一つの可視化の例を体験し、先

端研究と社会とのつながりにまで考察を広げてもらおうと考えた。



II.スタッフと業務従事体制

サイエンス・リーダーズ・キャンプのスタッフおよび業務従事体制を示す。

SLC 事務局

SLC 事務局を本学解剖学講座顕微解剖学分野（実施内容担当）と総務部総務課産学連携係（参加者事務担当）においた。
２つに分割したのは括弧内に示した通り、担当内容を分割したためである。

スタッフ
実施責任者　    旭川医科大学長　　　　　　　　　吉田晃敏
全体統括責任者　   教育研究推進センター長　　教授　船越　洋
全体統括副責任者兼実施主担当者　 解剖学講座顕微解剖学分野　講師　平　義樹
事務総括　    総務部総務課産学連携係　　　　　皆川沙織
経理担当者　    総務部会計課課長　　　　　　　　伊藤恒明
経理業務　    総務部会計課　経理係、調達係
講演担当　

講演１　    教育研究推進センター長　　教授　船越　洋
講演２　    解剖学講座顕微解剖学分野　講師　平　義樹
講演３　    生命科学講座　　　　　　　教授　林要喜知

実験実習担当
免疫染色実習担当　　　　  生命科学講座　　　　　　　教授　林要喜知
    　　　　　　　　　　　  教育研究推進センター　技術職員　日下部光俊
電子顕微鏡観察実習担当　  解剖学講座顕微解剖学分野　講師　平　義樹
    　　　　　　　　　　　  教育研究推進センター　技術職員　鈴木智之
PCR 法体験コース担当　　  教育センター　　　　　　　教授　蒔田芳男
  　　　　　　　　　　　    教育研究推進センター　技術職員   千葉伸一
遠隔医療センター見学実習担当　 医工連携総研講座　　　　　教授　石子智士
   　　　　　　　　　　　　　　  学長政策推進室　　　　　　主任　林　弘樹

知的財産管理担当　   知的財産センター　　　　　講師　尾川直樹
ホテル会場担当、ホームページ作成担当　教育研究推進センター　技術職員　阿久津弘明
ホテル会場担当（受付等）  教育研究推進センター   篠河栄利子
ティーチングアシスタント兼参加者補助　医学科１学年学生　　　　　　　   植田はるか、石原　洋、河合満月
保健管理担当　    医工連携総研講座　　　　　教授   石子智士

業務従事体制図を右に示す。旭川医科大学で実
施する実習についてはこの図に従って業務を分
担した。さらにホテルの会場等の設営や交渉を
行うため、図とは別個に担当を決め、殆どは兼
任により業務の分担を行った。



III.参加者名簿

本 SLC の参加者と所属高校を下記に示す。( 記載順は JST-SLC 事務局から送付された名簿の順に従った。）

　氏　名 　　　  勤務先名

宮腰　幸樹 北海道旭川西高等学校

栃木　一晃 北海道函館西高等学校

高橋　慎一 北海道芦別高等学校

山岡　景寛 北海道苫小牧東高等学校

高畑　浩二 北海道大野農業高等学校

山形　祥弘 埼玉県立不動岡高等学校

奈良　貴充 東京都立一橋高等学校

辻山　偉代 神奈川県立川崎高等学校

市村　由子 北海道札幌手稲高等学校

宮川　萌  北海道羽幌高等学校

馬淵　直人 双葉高等学校

佐々木　隆行 山形県立山形西高等学校

銭本　登志江 千代田学園高等学校

高橋　真美 静岡県立掛川東高等学校

平川　達摩 京都学園中学高等学校

柴田　美智子 岡山県立岡山一宮高等学校

藤江　義輝 愛媛県立小松高等学校



IV.実施スケジュール

12:00
14:00
14:10 〜 14:45
15:00 〜 16:00
16:00 〜 17:00
17:00 〜 18:00
18:00 〜 20:00

参加者受付開始
参加者集合時刻
開校式、オリエンテーション
講演１：基調講演
基調講演の質疑応答、スタッフとの歓談
夕食
夜ミーティング

藤田観光ワシントンホテル旭川 平、阿久津、篠河

スタッフ全員
船越
スタッフ全員
石子、平
林（要）、平

第１日８月５日

  8:30
  9:00 〜   9:05
  9:05 〜 12:00
12:00 〜 13:00
13:00 〜 15:00
15:30 〜 16:15

16:20 〜 16:50
17:00
18:00 〜 20:00

参加者点呼、マイクロバスで大学へ移動
本日の予定の説明
PCR 法体験コース
昼食
遠隔医療センター見学実習
実習内容についてのディスカッションと報告
用資料作成
発表と質疑応答
マイクロバスでホテルへ移動
懇親会
第２日終了

藤田観光ワシントンホテル旭川
教育研究推進センター３F CR
講義実習棟第３実習室

遠隔医療センター
第６、７講義室

教育研究推進センター３F CR

藤田観光ワシントンホテル旭川

阿久津
平
蒔田、千葉

石子、林
石子、平

スタッフ全員
阿久津
スタッフ全員

  8:30
  9:00 〜   9:05
  9:05 〜 12:00

12:00 〜 13:00
13:00 〜 15:00

15:30 〜 16:15

16:20 〜 16:50
17:00
18:00 〜 19:00
20:00 〜

参加者点呼、マイクロバスで大学へ移動
本日の予定の説明
A グループ：電子顕微鏡観察実習
B グループ：免疫染色実習（免疫染色）
昼食
A グループ：電子顕微鏡観察実習
B グループ：免疫染色実習（顕微鏡観察）
実習内容についてのディスカッションと報告
用資料作成
発表と質疑応答
マイクロバスでホテルへ移動
夕食
SLC 実習をどのように教育活動に活かすのか？
議論と発表用のプレゼンファイルの作成。
第３日  終了

藤田観光ワシントンホテル旭川
教育研究推進センター３F CR
電子顕微鏡室
講義実習棟第３実習室

電子顕微鏡質
レーザー顕微鏡室
第６、７講義室

教育研究推進センター３F CR

藤田観光ワシントンホテル旭川

阿久津
平
平、鈴木
林（要）

平、鈴木
日下部
林（要）、平

スタッフ全員
阿久津

林（要）、平

時間 実施内容 実施場所 主担当者

第２日８月６日

第３日８月７日

   8:20
   8:30 〜   9:30

参加者点呼
講演２：サイエンスパートナーシッププロジェクトを通し
て得られた高校生への生命科学教育の実際と高大連携のあり方

藤田観光ワシントンホテル旭川 平
平

第４日８月８日

   9:45 〜 11:30
11:30 〜 12:30
12:30 〜 13:30
13:45 〜 14:00
14:00 

発表会
昼食
講演３：統括講演
閉校式
解散

スタッフ全員

林（要）
スタッフ全員

平成 25 年度旭川医科大学 SLC は下記のスケジュールに沿って実施された。

CR : カンファレンスルーム



実施スケジュールについての留意点
 

◆本学の SLC は３泊４日の日程で旭川医科大学と藤田観光ワシントンホテル旭川を会場として実施した。旭川医科大

学では３つの実験実習と１つの見学実習を実施し、藤田観光ワシントンホテル旭川では３つの講演とミーティング、

懇親会等の実習以外の項目を行った。ミーティング等を藤田観光ワシントンホテル旭川で実施したのは同ホテルが

参加教員の宿泊施設となっているためであり、話し合い等が深夜に及んでも移動等の問題が生じない様に配慮した

ためである。

◆本 SLC では実習を主体としてプログラムを考えたたため、第２日目と第３日目は殆どを実習（及び関連する事項）

とした。

◆スケジュールは事前の計画段階（業務計画書に記載された内容）と大きな変更はなかった。ただし第２日目は当初

は参加者を２グループに分けて PCR 法体験コースと遠隔医療センター見学実習を午前と午後で入れ替えて実施す

る予定であったが、参加人数が当初予定より少なかったため、グループに分けることは行わず午前中に PCR 法体

験コースを午後に遠隔医療センター見学実習を実施した。

◆電子顕微鏡観察実習と免疫染色実習については参加人数が予定より少なくても時間的な制約から同日に２つの実習

を行う事は大変難しいため、当初予定通り２つのグループに分割しそれぞれ一方の実習のみを行ってもらい、報告

会においてグループ間で報告し合う方式を取った。

◆参加教員および本学スタッフとの親睦を深め、人材のネットワークを構築する目的で第１日目に夜ミーティングを、

第２日目に懇親会を実施している。

◆第３日目の 20:00 から第４日目の発表会のためのプレゼン資料作成を藤田観光ワシントンホテル旭川で実施した。

このプログラムは特に時間の制限を設けず 24:00 以降も会場は使用可能としておいたが、実際には 22:00 過ぎに

は３つに分けた全てのグループが作業を完了した。



V.各講演、実習の概要と評価

　今回の SLC で実施した３つの講演と４つの実習（３つの実験実習と１つの見学実習）について、その概要と独自ア

ンケート等から考察した結果、評価について以下に記載する。

　記載順は実施した順である。

　それぞれの項では概要と結果を記載した後、独自アンケートの結果を掲載してある。

独自アンケートについて

アンケート項目は下記の A ～ F の６項目であるが、実験実習は全て、見学実習は F 以外の５項目、講演は C、F 以

外の４項目を回答項目とした。

    A：講演（実習）の内容は難しかったですか。

    B：講演（実習）の内容を理解できましたか。

    C：実習の説明は適切でしたか。

    D：講演（実習）の内容から教育活動を発展させるヒントが得られましたか。

    E：講演（実習）の内容を日常の教育活動に具体的に生かす事ができると思いますか。

    F：今回の実験に用いた設備が使用可能であれば、この実験を教育活動に取り入れたいと思いますか。

最後にアンケート結果を数値化し到達指数として（A は難易度指数）グラフを掲載した。数値化の方法は以下の通

りである。例えば「実習を理解できましたか」の項目では理解できたを５点、どちらかと言えば理解できたを４点、

どちらかと言えば理解できなかったを２点、理解できなかったを１点として回答者の平均を求めた。従って最高点

５点、最低点１点となる。５段階評価の場合は５点から１点刻みに１点まで点数付けをし同様に平均を求めた。尚

グラフ上のバーは標準偏差である。

　各実習後にプレゼン資料を作成し報告発表を行っているが、そのプレゼン資料は別個成果の項にまとめて記載して

ある。また、全講演と最終日の発表会の模様は質疑応答も含めて添付した DVD に動画として収録してある。



　　講演１：基調講演

生命現象解析における可視化の重要性〜先端再生医学・再生医療研究への適

用例〜

実施日：平成２５年８月５日（月）

演　者：船越　洋（教育研究推進センター）

【概要】

　生命科学における可視化解析技術は飛躍的に進化している。本講演では、再生医学・再生医療への可視化

技術の適用例として、(1) 「プラナリア」や「トカゲ」がもつ生体に元々備わる再生能力についてビデオで、 

(2) ヒト「肝臓」のもつ強力な再生能力についてギリシャ神話を例に (3) 現在行われている先端再生医学・再

生医療研究の概要についてノーベル賞受賞に繋がった山中伸哉先生の進める iPS 細胞を用いた研究について 

(4) 旭川医科大学で私達が取り組む可視化技術を基盤とした「神経再生研究」を紹介した。生命がもともと体

内にもっている「夢の再生因子」に注目した先端再生医学研究では、神経難病として ALS や脊髄損傷モデル

での治療研究における可視化技術の応用例やその成果が実際の患者様の臨床相第 I 層試験に展開されている

ところも紹介した。さらに、本学で開発応用されている新しい人工関節による再生医療についても紹介した。

これらの研究成果は、本学吉田学長を中心に開発された世界に誇る「遠隔医療センターのシステム」を通じて、

将来具体的な再生医療として地方の隅々まで展開されることが期待されている。

【結果】

　独自アンケートによる評価では、講義内容の理解や教育活動への貢献で高得点を得ており、当初の目的は

達成できていると考えられる。本講演は、生物系でトピックスとなっている「再生現象」そのものや、普段

接する事が少ない医学部における研究への適用例「再生医学・再生医療の分野」でどのように『可視化技術』

が使われているのかをビデオ画像も交えて知って頂く良い機会となった。今回の SLC では非常に活発な質疑

応答が行われた。現場にいる教員とのそこでのディスカッションにより、本講演が将来を担う学生を育てる

教員にとって、生物系の研究分野が具体的にどのように役立っているのか、どのような技術に支えられて発

展しているかを知る良い機会になったと認識している。今後は、今回は取り入れていないが、細胞培養など

を取り入れた再生医学の先端研究を教員の皆様に体験して頂くプログラムを組めたら、講演内容がより立体

的に理解できるのではと考えられた。



基調講演のアンケート結果

到達指数

A B

D E

写真１　基調講演の様子



　PCR 法体験コース

実施日：平成 25 年 8 月 6 日（火）

担当者：蒔田芳男（教育センター）、千葉伸一（教育研究推進センター）

【概要】

　PCR(Polymerase Chain Reaction) 法は、分子生物学的解析に欠かすことの出来ない基本技術である。PCR

法は、簡便であるがゆえに実習の材料として 多く取り上げられてきた。しかしながら、2 つの問題点のため

に実際の実習には不向きと考えられている。1 つは、実験者の DNA を鋳型 DNA にすること関する倫理的問

題点、2 つは DNA を可視化するための試薬に発ガン性があることである。本実習では、高等学校で応用する

場合の問題点を明らかにし、その解決策としての提案を体験していただいた。

　PCR 法実習として取り上げた題材は、「X 染色体と Y 染色体の双方に存在する遺伝子を用いた性別判定法」

である。PCR 法実習の宿命である反応時間待ちの時間を用いてレクチャー「性別判定に遺伝子検査が用い

られない訳」を解説した。ここでは、実験者の DNA を検体に用いる場合に生じうる偶発的発見 (incidental 

findings) を通じて、倫理的問題の実例を交えて紹介した。今回、2 つの問題点を解決するために、実験系で

は、鋳型 DNA はヒト由来のものでなく人工合成遺伝子を用い、１セットのプライマーで２つの領域を増幅で

きる場所を選択し内部に陽性コントロールを置き、増幅した DNA の検出には、エチジウムブロマイド使用せ

ず、今回はより安全性の高い SYBR®Safe という色素を用いることで高等学校でも安全に実験ができる環境を

提供した。また、昨今話題の母体血液を用いた新型出生前診断についての話題も提供し新しい技術との接点

を考える講義もおこなった。

　実際には、2 名一組で PCR 法を用いて配布される検体の性別判定をして頂いた。実際の試薬の調整、サー

マルサイクラーのセッティングを行い、最後に電気泳動で増幅 DNA を検出した。

実習終了後は、撮影写真をもとに実習内容についてディスカッションを実施し、その内容を発表するための

資料を作成したのち発表会を実施した。

【結果】

　試薬の準備、検体の発注、予備実験と準備段階では大きな問題もなく進行し、比較的スムーズに実習を迎

えることができた。実習にあたっては、PCR 法を応用する上での問題点を抽出したあとに、今回の工夫点を

説明した。一つは、鋳型 DNA はヒト由来のものでなく人工合成遺伝子を用いたこと。二つめは、安全性の高

い SYBR®Safe という色素を用いて増幅 DNA を検出した点である。

　PCR 法の体験は、ほとんどがブラックボックスでオートメーション化されており、イメージが掴みにくい

点については、まだまだ検討すべきものがあり、今回の安全性に配慮した点とは別の角度で検討を要するも

のと思われた

　反応時間待ちの時間での 2 つの講義は、自由記載アンケートでも高評価であり、生物の多様性にも関わる

問題としての認識もいただいた。

　総じて PCR 法と DNA を教材として扱う場合の倫理的問題点については理解をいただき、PCR 実習を実用

化するための配慮すべきポイントの共有はできたと思われる。この点については教育活動を発展させるヒン

トが得られたとする解答からも SLC としての実習の目的は達成されたと考えている。



PCR 法体験コースのアンケート結果

到達指数
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写真 2　PCR 法体験コース実習風景



　遠隔医療センター見学実習

実施日：平成 25 年 8 月 6 日（火）

担当者：石子智士（医工連携総研講座）、林弘樹（学長政策推進室）

【概要】

　生命科学が基礎となって行われている具体例の一つに遠隔医療がある。この遠隔医療は、医学のみならず、

理学・工学など様々な分野の協力が必要であり、それぞれの発展が遠隔医療をさらに発展させている。本

SLC では、旭川医科大学がインターネット普及前の 1994 年から取り組んできた遠隔医療について、そのは

じまりから現在実際に行っている臨床運用までを理解し、これらを可能としている最先端の技術に直接触れ

体験することで、生命科学の発展像の一つの例として学び、教育活動に役立ててもらうことを目的とした。

　本実習では、最初に遠隔医療センター研修室において、北海道の地域性をふまえながら臨床現場における

遠隔医療の実際と、情報通信技術の発展とともに問題点を克服し進化してきた遠隔医療システムをスライド

で紹介した。引き続き、同センターのカンファレンスルームに移動し、システムの紹介の後、眼科遠隔医療

で用いられている画像検査機器を操作させ、立体ハイビジョン映像で送られた画像を体験させた。さらに、

手術場から送られる動画、実際の眼科遠隔診断支援の様子を録画したものを見せながら解説を加えた。

 　遠隔医療センター見学実習終了後は、実習内容についてディスカッションを実施し、その内容を発表する

ための資料を作成したのち、発表会を実施した。

【結果】

　本実習は、準備の段階では参加者を 2 グループに分け、PCR 実験実習のグループと入れ替え、同じ講演・

見学実習を 2 回する予定であったが、当日になって、グループ分けはせず全員でそれぞれの実習をすること

と変更された。実習担当者としては講演が一度に済み負担軽減となったが、同じ時間内に実習する人数が倍

に増えたため、検査機器に触れる体験は全ての参加者に必ずしも十分にさせられたとは言い難い。実習時間

と参加人数が予定通りであれば、時間配分の調整で解決できる問題である。

　前半の講演後には質疑応答の時間を設けたが、自己の体験を踏まえるなど非常に多くの質問がなされ余裕

をもって設定していた予定時間がぎりぎりとなった。これは、参加者の関心の高さを示しているものと思わ

れる。後半の実習ではリアルな手術動画を供覧するため、事前にその旨を通知し実習中の一時退出も可とし

たが、特に申し出は無く、体調を崩した参加者もいなかった。むしろ、さすがに生命科学の教員だけあって、

興味を持って参加していただいた。

　独自アンケートの結果では、医療という身近で具体的な話であることもあってか、実習内容の理解は十分

出来ていたと思われる。教育現場で実際にこれを取り入れて行うことはできないものの、教育活動の発展の

ヒントという観点からは高評価をいただいた。とりわけ自由記載欄では、さまざまな分野の協力・発展が生

命科学の発展につながっていることは高校生に伝えたいテーマであるという意見に加え、地域の医療格差の

問題などを考えるディスカッションのテーマとなるなどの意見など、多くの感想・意見をいただき好評であっ

た。以上より、SLC としての、この実習の目的は達成できたと考えている。



遠隔医療見学実習のアンケート結果

到達指数

A B

C D

E

写真３　遠隔医療センター見学実習風景 写真４　遠隔医療センター見学後ディスカッション



　電子顕微鏡観察実習

実施日：平成 25 年 8 月７日（水）

担当者：平　義樹（解剖学講座顕微解剖学分野）、鈴木智之（教育研究推進センター）

【概要】

　ナノスケールの微細構造の解析は先端研究には欠かすことのできないものであり、且つこの解析は生物学

から物理学に至る幅広い研究分野に渡って行われている。本 SLC では電子顕微鏡観察実習を通してこのナノ

スケールの世界を実際に探索、観察することを通して先端研究技術に触れ、教育活動の充実を図ってもらう

ことを目的とした。

　本実習では最初に電子顕微鏡の原理を説明し、２種類の電子顕微鏡（透過型電子顕微鏡と走査電子顕微鏡）

を用いてそれぞれ２時間ずつ試料の観察実習を実施した。透過型電子顕微鏡ではあらかじめ用意しておいた

下垂体の試料を用いて、特に細胞内小器官を中心に観察し顕微鏡写真の撮影を行わせた。走査型電子顕微鏡

では参加教員各人の毛髪を観察用に処理させて観察させた他、あらかじめ用意した昆虫等の試料を観察、写

真撮影させた。

　観察終了後は、撮影写真を元に実習内容についてディスカッションを実施し、その内容を発表するための

資料を作成した後、発表会を実施した。

【結果】

　本実習は準備の段階においては大きな問題はなく比較的スムーズに実習を迎えられた。ただし試料として

何をどのように見せれば最も効率的な実習になるかについては実習担当者としては最後まで検討した課題で

あり、今回の実習でも必ずしも満足はしていない。

　実習にあたっては１電顕１人当たりの観察時間 30 分を予定していたが、様々な説明を行う必要があり、

実際には 15 分程になっていたと思われる。電子顕微鏡観察のおもしろさを実感してもらうためにはやはり

時間が少ないと言わざる得ない。時間の確保については他の実験実習も同様であろうが、今後の大きな課題

であると考える。

　独自アンケートの結果からは実習内容の理解や今後の教育活動への貢献と言った点で高評価を得ており、

SLC としてのこの実習の目的は達成できたと考えている。

　実習内容については既述の通り時間の関係で観察をメインとしたため、実験を期待する参加者からは「こ

ちら側の作業量が大変少なく物足りなかった」といった自由記載欄での意見も見られた。電子顕微鏡は SLC

の様な教員研修用の題材としては大変有用である。単なる観察に止まらない実習を提供者としても大いに実

施したいと考えるが、そのためには如何に時間を確保し効率的に用いるかを SLC のスケジューリング全体を

通して考えていく必要があると考えられた。
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電子顕微鏡観察実習のアンケート結果

写真５　電子顕微鏡観察実習風景



　免疫染色実習

実施日：平成 25 年８月７日（水）

担当者：林要喜知（生命科学）、日下部光俊（教育研究推進センター技術支援部実験実習機器技術支援部門）

【概要】

　免疫染色した細胞や組織を共焦点レーザー顕微鏡で解析する手法は、多くの生命科学研究や教育のみなら

ず、最先端研究でも日常的に利用されている必須の解析技術である。　

　本実習では、これらの研究手法を学び、実際に体験することで、どのような原理や手段で様々な分子の動

態を解析できるかを学ぶことを目的とした。また、高校理科教室の設備を使った方法でも、ある程度の実験

が可能となる手法についても理解を深めることを配慮した。　

　実習当日は、まず実習全体の流れを説明した後、予め作製した遺伝子導入細胞や組織切片を使って、各参

加者が染色のための一つ一つの作業全てを経験した。その後、共焦点レーザー顕微鏡の操作説明を受け、自

分達が作製したサンプルを用いて一人一人が実際に共焦点レーザー顕微鏡を操作しながら、染色結果の解析

方法を修得した。

　個々の作業に関しては、折りにふれ高校理科教室において実施可能な代替法を説明しながら、通常の顕微

鏡を用いた解析方法についても理解を深めた。

　実習終了後には、この実習での解析結果をまとめ、発表会で成果報告と質疑応答を行った。

【結果】

　遺伝子導入ヒト線維芽細胞（アミロイド前駆体タンパク質 cDNA）やマウス腎臓や脳の組織切片は，実習

担当者が事前に用意した。一次抗体は兎抗 APP 抗体及びマウス抗 Map2 抗体を使い、蛍光標識（FITC- 抗兎，

ローダミン抗マウス）をそれぞれの 2 次抗体とした。処理時間は 30 分前後としたが、全サンプルにおいて

明確な染色結果が得られた。観察には２台の共焦点レーザー顕微鏡を用いたので、それぞれのグループ全員

が染色細胞を選択し、鮮明な画像データを取得できた。

　今回の実習での学習や結果に関しては予想通りに成果が得られたと考えられる。ただ、高校で行う非蛍光

標識免疫染色に関しては説明だけであったため、検出感度や画像の鮮明さなどの比較ができなかった。この

点は今後の課題であろう。

　一方、共焦点レーザー顕微鏡の操作に関しては、標準的操作を全員が短時間でマスターできたことは評価

に値する。ただ、通常の蛍光顕微鏡との画像比較をすべきであったと反省している。また、細胞培養や遺伝

子導入作業を今回は実習テーマから削除したが、将来的には、発生や iPS 細胞に関する教育を実施する上で

は不可欠なテーマと考えられる。受講者は、一日で、染色作業、観察、データ処理、発表と多くの作業をこ

なしたので、極めて多忙な一日となったが、費用対効果は極めて高く、理想的な実習といえよう。



免疫染色実習のアンケート結果
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写真６　免疫染色実習風景



　講演２

サイエンス・パートナーシップ・プロジェクトを通して得られた高校生への

生命科学教育の実際と高大連携のあり方

実施日：平成 25 年 8 月８日（木）

演　者：平　義樹（解剖学講座顕微解剖学分野）

【概要】

　本 SLC では先端研究の実習を通して如何にして日常の教育活動を発展させるかが最終目的である。演者は

サイエンス・パートナーシップ・プロジェクト（SPP）を通して、これまで先端技術の実験実習を実際に高

校生を対象として実施してきており、実施によって得られた経験や教訓を紹介することで参加教員の教育活

動に貢献することを目的とした。

　講義内容は１）プログラムの変遷、２）実施プログラムの評価方法について、３）高大連携の意義　の３

点に重点をおき、各先端研究の実際の紹介方法等ではなく、先端研究を取り入れた教育活動をどの様にプロ

グラムし評価を与え意義を見いだすかを中心として紹介した。

【結果】

　独自アンケートによる評価では、講演内容の理解や教育活動への貢献といった点では高得点を得ており、

一定の評価は得られ当初の目的は達成できた物と考える。

　本講演は先端教育の所謂マネジメントについての内容であったため、自由記載欄には高大連携や先端的な

教育を実施する上での問題点が多く挙げられていた。これらの内容は講演後の質疑応答においても多くの話

題となっており、教育を実践する時間、経費、周辺の理解等多くの問題があることが参加教員や私たち主催

者の間で共通認識できたことの意義は大きいと考えている。特に生徒、学生の勉強や学問に対する積極性の

不足については、データとしては以前から持っていたが、実際に現場の教員に賛同が得られたことは大学の

教員である演者にとっても有意義であった。

　今回の SLC では講演の後の質疑応答は非常に活発であり、この講演においても同様であったが、スケジュー

ルの都合上質疑応答の時間を切り上げざる得なかった。自由記載欄にはディスカッションがまだまだ不十分

であったとの記入もあり、スケジュール上の問題点であったと認識している。



講演２のアンケート結果
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写真７　講演２の風景



　講演３：統括講演

	 最先端研究と研究技術　〜神経接着分子 IgSF11 の機能解析〜

実施日：平成 25 年８月 8 日（木）

演　者：林要喜知（生命科学）

【概要】

　神経接着分子 IgSF11 は免疫グロブリンスーパーファミリー（Immunoglobulin 　superfamily　=　IgSF）

に属する分子であるが，その機能解析はほとんどなされていない。ごく最近、消化管由来の癌細胞などでそ

の発現上昇が報告され、がん細胞に対する増殖促進効果が示された。さらに、ゼブラフィッシュ変異体解析

から、IgSF11 が細胞移動に関与することも明らかになっている。

　本講演では、これらのテーマにアプローチするため、演者らが行ってきた IgSF11 の機能解析に関するデー

タをまとめ、今回受講生が学んだ実験手法との関連性を明確にながら、紹介した。先ずは、本分子がどこに

発現しているかを明らかにするため、In situ hybridization や PCR 解析を行った。中枢組織では脳梁ほか多く

の脳の部位で、末梢組織では精巣や腎臓などで、IgSF11 の高発現が確認された。免疫電顕に脳梁における遺

伝子発現を詳細に解析したところ、交連線維とオリゴデンドログリアの接触面で IgSF11 の存在が確認された。

また、培養大脳皮質ニューロンへの遺伝子導入では、IgSF11 はホモフィリック結合により神経細胞の突起伸

展を促進することが明らかとなった。

　一方、培養株化がん細胞で IgSF11 の遺伝子発現を高めたところ、マトリクスラミニン上では、それらの

細胞移動が有意に促進することを見いだした。また、その分子機構を明らかにするため、安定同位体標識ア

ミノ酸を含む培地で細胞培養し、それらの細胞抽出液を用いて質量分析を行った。その結果、IgSF11 発現上

昇が、がんの転移を促進する Filamin A や HSP90 などに影響を与えることが示唆された。

　以上のことから、IgSF11 はホモフィリックな結合により神経線維伸長を促し，ヘテロフィリックな結合環

境下では、細胞接着能を低下させて細胞移動を促進する二面性が働くと考えられた。

【結果】

　今回の実習では、受講生は PCR 法、電子顕微鏡、共焦点レーザー顕微鏡などの実験手法を中心にした体験

したので、講演内容もそれらに関連するものを取り上げ解説した。さらに、質量分析やフローサイトメトリー

など、今回の実習では取り扱わなかった手法のデータも合わせて紹介した。ただし、これらの実験データには、

できるだけ実験方法の原理を簡単に説明しながら、実験方法と結果の対応が理解できるような発表を心がけ

た。それゆえ、今回学んだ実験手法を具体的な実験テーマに適用すると、どのようなデータが得られ，そのデー

タからどのような結論が導けるかという具体例を提示する講演になったといえよう。事実、講演後の質問には、

基本的で素直な質問から核心をつく極めて高レベルの質問まであり、参加者の意識の高さが十分に感じられ

た。しかし、生化学的および細胞生物学的データなどには最先端の技術も含まれていたため、十分な理解が

得られなかったコメントもあった。それゆえ、今後は、分子細胞生物や生化学的実験内容の企画なども必要

と考えられる。
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VI.本学 SLC 全体に関する評価と考察
—JST-SLC 事務局のアンケート結果の解析を通して

　本項目では JST-SLC 事務局より委託され実施しその結果を受け取ったアンケート（SLC 事務局アンケート）の結果

を基に本学 SLC 全体について考察する。アンケートの各項目は下記の通りである。

　解析に用いたグラフはこの項の最後にまとめて掲載した。グラフ中の本学は本学 SLC の結果を、全体は平成 25年

度 SLC に参加した全ての実施機関を合わせた結果を示す。問 12は本学 SLC のみの結果がなかった。また問 16は該

当しなかったため直接に言及はしなかった。問 4(1) 〜 (4)、問５、問８、問 10、問 11および問 15については評価

の数値化のため到達指数を算出しグラフとして提示した。（算出方法はグラフの欄を参照）

1.	参加教員の背景

１）所属地域

　参加者の所属高校は北海道が７名（43%）、関東が５名（29% ) で全体の３／４を占め、残りは東北、中部、関西、

中国、四国と各１名ずつの参加となり、九州からの参加はなかった。旅行手段の関係から北海道と関東でほとんど

を占めるであろうと考えていたが、ほぼ予想どおりであった。ただ最終的には九州を除いた日本全土から参加して

もらえたことで、教員間の幅広いネットワークづくりに役立ったのではないかと考える。

２）参加のきっかけ

　今回のキャンプを知ったきっかけや申し込むきっかけについては（問１、問２）全体では教育委員会を通して知

り参加のきっかけとなった教員が多数を占めるのに対して、本学の場合は参加者の学校内で知り、上司等の勧めに

より参加した教員が多いのが特徴である。即ちこのような活動に対して積極的な高等学校の教員が多く参加してい

たと言える。

2.	キャンプ参加目的の達成について

　事務局アンケートや独自アンケートの結果を踏まえて主要４項目について評価する。

１）「最先端の科学技術を体感し、理数系教員としての素養を高める」に関して（問 4(1))

　この点に関しては満足な結果が得られたと考える。今回の SLC では実験実習に重点を置き、４日間のうち２日間

はほぼ実習のみのスケジュールとしその内容も免疫染色、PCR 法、電子顕微鏡観察、遠隔医療センター見学と多岐

に渡った。これにより「科学技術の体感」を充実させる事ができたと考えている。また、実験の合間に交わされるスタッ

フとの実験に関する会話（例えば、PCR 法体験コースの場合ヒトの遺伝情報の取り扱い方等）は素養を高める効果

があったと思われる。

問１ 今回のキャンプの参加者募集を最初に知ったのは次のどれですか？
問２ 今回のキャンプに申し込むきっかけは何でしたか？
問３ 今回のキャンプには以下の４つの大きな目的があります。キャンプに参加するにあたり、あなたの期待が大きかった順に①～④の順位をつけてください。
問４ 今回のキャンプの４つの目的を達成できたと思いますか？ （１）最先端の科学技術を体感し、理数系教員としての素養を高める

（２）才能ある生徒を伸ばすための効果的な指導法を修得する
（３）都道府県等の理数教育において中核的な役割を担う教員となるための素養を身につける
（４）他の教員等との交流・ネットワーク作り

問５ 問４を総合的に見た場合、キャンプの目的は達成されたと思いますか？
問６ 今回のキャンプのプログラムの難易度は適切でしたか？
問７ 問６で「難しい」「やや難しい」と回答した人にお聞きします、あなたが最も難しく感じたのはどのような点ですか？（一つ選択）
問８ キャンプの開催時期・開催日程は適切だと思いますか？
問９ 平成２５年度に実施する場合のキャンプの開催時期・開催日程についてもっとも適切だと思うものはどれですか。

（１）開催時期について
（２）開催日程について

問10 キャンプで使用した会場・施設・設備・機器等は適切だったと思いますか？
問11 キャンプの運営面（連絡・指示・進行・宿泊・食事・その他サポート）は適切だったと思いますか？
問12 問10、11で「どちらかといえばそう思わない」「そう思わない」と答えた人にお聞きします。その理由は何ですか？（複数回答可）
問13 今回のキャンプで最も良かったプログラム内容とその理由を教えてください。
問14 今回のキャンプで、あなたにとって特に有意義だった点を挙げてください。（複数回答可）
問15 今回のキャンプに参加して、日々の教育活動の中で活かすことができる成果を得たと思いますか？
問16 問15で「どちらかといえばそう思わない」「そう思わない」と答えた人にお聞きします。その理由は何ですか？（最も当てはまるものを一つ選択）



２）「才能ある生徒を伸ばすための効果的な指導法を修得する」について ( 問 4(2))

　この点については高大連携事業を通して高校生に先端研究を行わせた実績を紹介した講演２やグループ発表を中

心的な企画として実施した。これらは共に独自アンケートで高評価を得ており、この項目に対する SLC 事務局アン

ケートでも高評価を得ている。グループ発表に関しては単に生命科学の最先端技術をどの様に理科専門教育に活か

すか？を考えさせるのではなく、教育対象となる高校生を１年生、２年生および３年生とそれぞれ限定して考察し

てもらった事により、より実践的なものとなったと考えている。これらの点を考慮し各種アンケートの結果は信じ

るに値すると考え満足のいく結果であると考える。

３）「都道府県等の理科教育において中核的な役割を担う教員となるための素養を身につける」について ( 問４(3)）

　この項目は主要４項目の中では一番低評価であり、これは全体の傾向も同様であった。この点においては企画立

案者としてどのような実習を行えば良いのか漠然としたままプログラムを作成した事は否めず、それが比較的低評

価に繋がったと思われる。主要４項目間の比較では最低となったが、絶対的には８割の参加教員は肯定的な回答を

しており、今後の改善は必要ではあるが一定の評価を与えてもよいと考えている。

４）「他の教員等との交流・ネットワーク作り」について（問 4(4)）

　この項目についても９割以上の参加教員は肯定的な回答を示しているので、基本的には満足のいく結果がえられ

たと考えている。但し、6.3%、人数にして２名の参加教員はそう思わないと回答している。全体に比べてもやや低

評価の傾向があり、ネットワーク形成の場の提供に懸念がある可能性は否定できない。その原因としては独自アン

ケートの自由記載の項に「スケジュールがタイトである」「もう少しフリーな時間があると交流しやすい」等の意見

があることから、スケジュールの過密さが交流を阻害した可能性が一因として考えられる。この点については運営

の項でも検討しているが今後の課題である。

上記の主要４項目の結果と問５のアンケート結果を踏まえると、本学 SLC の目的は十分に達成されたと考える。

3.	キャンプの難易度について

　キャンプ全体を通しての回答では全国平均と同様で 80%弱の参加者が丁度良いと答えており、難しく感じた参加者

は２割強のみであった。難しい、やや難しいと回答した参加者にとっては実験方法等が特に難易度が高いと回答して

いるが、本学独自のアンケートでは最先端技術に関する講義の方が実験実習より難しいと回答しており、回答のミス

マッチが見られる。このミスマッチの説明には参加者の個別の背景等を更に分析する必要があると考える。

4.	プログラムで特に有意義であったと感じた点について

　本質問事項（問 14）については大変興味深い事に全体の傾向と本学の傾向はほぼ同様であった。これは他の質問

事項にも共通するものであるため、このようなキャンプに参加する意思を持った教員は比較的均質な特徴を持ち、各

大学等でのプログラムによって大きな影響を受けない可能性が考えられる。

　その中で本学と全体で大きく異なる傾向を見せたのが、「高度な機器や設備を扱う体験が出来た事」と「理科教育

への取り組み意欲が向上した事」の２点であり、前者は全体より高く、後者は低かった。本学のキャンプは電子顕微

鏡観察など先端機器を用いた実習をメインテーマに据えており、前者の評価が高くなった点はその直接的な現れであ

ると考える。問 14 の回答項目全体をみても科学技術に関する項は高く、理科教育に関する項は全体より低い傾向が

みられる。キャンプにおいて体験した先端技術を理科教育に適切に反映してもらうためにも、実施プログラムの改善

の必要性が望まれる。

5.	開催時期と日程

　開催時期と日程については全体とほぼ同傾向で適当と考えている参加者が殆どであった。全体に比べてやや肯定的

な意見が多いが、これは夏場の北海道という地の利による所が少なからずあると思われる。この様な活動を実施する

上で有利な点であると言えるであろう。

6.	運営に関する参加者からの評価について

　本項目は SLC 事務局からのアンケートの問 10 および問 11 の結果に該当する。まず、会場、施設、機器等につい



ては（問 10）、全体の結果とほぼ同様に高評価を得られ、ハードウウェアの点では問題はなかったと言える。一方、

問 11 の結果に示されるソフトウェア的な面においては全体に対してやや低評価となり、人数にしてどちらかといえ

ばそう思わない、思わないを各１名ずつが回答した。17 名中の２名であるが、今後の運営に関して改善の余地を示

す結果であると考えられるためここで言及しておきたい。

　事務局アンケート及び独自アンケートの自由記載から問題点として挙げられるのは「スケジュールがタイトで余裕

がない」の１点につきると考えられる。本キャンプでは生命の可視化を主題とし出来るだけ多くの実験手法を体験

してもらおうとの考えから３つの実験手法と１つの見学実習を実施した。そのため時間的にはかなり凝縮したスケ

ジュールになった事は確かであり、これは実験実習のみならず実験後のディスカッション、プレゼン資料作成にまで

及んだことは事実である。しかしながらこれらの内容を減ずることはキャンプ全体としての魅力を減ずることにつな

がると思われる。内容を減ずるのではなく実験手技の簡素化、参加者への課題の内容の簡素化等を行い余裕のあるス

ケジュールの立案を行う他、参加者の負担感を如何に軽減するかを別個考えていきたい。

　報告書作成時点で JST の SLC 推進委員会より実施結果の所見をいただき、この問題について終了時間を明確に示す

と良いとの意見をいただいた。今後の実施にあたって大いに参考にしたい。



到達指数の算出方法

対象とする問のアンケート項目は

１）そう思う　・・・・・・・・・・・５点

２）どちらかといえばそう思う・・・・４点

３）どちらかと言えばそう思わない・・２点

４）そう思わない・・・・・・・・・・１点

の４段階評価である。上記の様に得点を割当て、結果の

パーセンテージとの積を算出しそれぞれの和をとった。



VII.運営面での評価等
1.	実施に至るまでの経緯

実施機関選定の通知から実施直前までの準備の経緯を下記に示す。

2. 運営項目別評価

1) スタッフの募集、選定について
   講演や実習における指導を担当するスタッフについては申請時点でほぼ決定しており、実際のプログラム、スケ
ジュール決定に当たって特に大きな問題はなかった。但し、他の業務との兼ね合いから一部スケジュールの変更が
必要になった事案はあった。本学学生を実験補助等の要員として、主として免疫染色、遠隔医療センター見学の補
助に従事してもらった。学生の働きに関しては十分に業務を果たしてもらっていたため各個人については特に問題
はない。ただし、参加教員から補助員の不足を一部で指摘されている。今回の実習は比較的タイトなスケジュール
で行ったため補助員の需要は当初考えていたより高かったと考えられる。余裕を持った補助員数の確保が課題とし
て残った。
2) 業務計画書の作成について
   業務計画書は実施主担当者である平と事務担当事務官である皆川が主となって作成した。作成にあたっては平、
皆川とも SPP 等での作成の経験があるため、作成項目について戸惑う事はほとんどなかったが、SPP とは異なる項
目も多岐に渡ったため JST SLC 事務局とのやり取りを行う必要が生じ、その都度対応していただいた。
   本格的な業務計画書の作成は５月の連休明けとなったため、確定は６月に入ってからになった。大幅な遅れでは
ないため特に問題とはならなかった。
3) 参加のしおり作成について
   参加のしおりは業務計画書作成後に着手した。作成にあたっては JST から関連書類が用意されていたので、作成
は比較的スムーズに行われた。ただし、旅費に関しては本学の旅費規程と照らし合わせる必要があり、時間がかか
ることになった。また、参加者の朝食への経費が認められない事が参加のしおりの内容確認中に指摘を受け、経費
について変更を行う事を余儀なくされた。しかしながら、全体としては特に問題なく作成でき、作成期限である 7



月５日の１週間前には暫定版を HP にアップロードでき、早めに参加者に通知できた。
4) 実験実習マニュアルの作成について
   実験実習マニュアルの作成は６月１３日の第２回 SLC 準備会議の席上で各担当講演、実験に対するページ数と
フォーマットを発表し、原稿を依頼する事によりスタートした。入稿がやや遅れたが７月２３日に第１稿が完成し、
印刷会社へ提出する前の校正を各担当者に依頼した後、７月２５日に第２稿が完成。これを印刷会社へ送付した。
製本前最後の校正が残念ながら時間不足で１度だけになってしまったが、８月２日に完成した。
   内容的にはマニュアルとして充実していると考えるが、一部の実習では実際の実習時間の兼ね合いからマニュア
ル内容とプロトコールを変更せざる得ず、参加教員から指摘を受けた箇所もあった。今回はマニュアル作成と事前
の試行実験がほぼ同時に行わざる得ない状況であったため致し方無しの面はあるが、早期の段階での検討の必要性
が課題として残った。
    参加教員から実習マニュアルに記載されていない項目（機器の購入方法、価格等）について知りたいとの要望があっ
たため、これらは HP 上で公開の予定である。
5) 運営マニュアル作成と実習当日の運営について
   運営マニュアルの作成が義務づけられていたが、具体的な作成方法は示されていなかったため、①各スタッフ等
関連職員の役割分担表、②緊急時の対応マニュアル、③各スタッフの実習当日におけるタイムスケジュール（実施
行程表）を作成し運営マニュアルとした。 特に③を作成する事でスタッフ各人の所在、作業状況を全員が把握でき
る事になり、スムーズな運営に貢献できたと考えている。
6) 準備会議、スタッフ間の連絡体制
   今回の SLC については３回の準備会議を設定し、進捗状況や様々な要請等を行った。実質的には全体的な準備会
議以外にメーリングリストによる担当者間のコミュニケーションが主な連絡手段であり、多くの関係事項はこれに
より進捗していった。また、実際に実験実習の実施に関わる技術職員とは実施主担当者の平が呼びかけて会合を何
度も持って準備の細部を詰めていった。他の職務が多忙な中、快く SLC 関連の業務を率先して行っていただいた諸
氏に改めて感謝したい。

3.	SLC 実施時の評価
1)	各講演、実験実習および見学実習の実施について
　各実験実習および見学実習の内容については別項で解析した通りである。
　当日のスケジュール管理は大幅な内容変更を行う必要性が生じる事はなく、また時間の遅延や不必要な待ち時間
の発生等のトラブルはなく順調な運営であったと考える。さらに、事故の発生もなく参加者やスタッフが怪我等に
見舞われることもなかった。
2)	ネットワーク作りについて
　SLC の目的の一つに大学教職員と参加教員、及び参加教員間の親睦を図り、新たなネットワーク作りを行うこと
が上げられている。
　本目的の達成のため初日に参加教員による夜ミーティング、２日目に大学スタッフを交えた懇親会を実施した。
また、各実習項目の最後には常にディスカッションの時間を設けており、常に参加教員間で共同作業とコミュニケー
ションが行われるようなプログラム作りを心がけた。
　また、参加教員の自発的な活動であるが、旭川市からの参加となった教員を中心に懇親会後の２次会やその他の
会合を企画していただけており、主催者としても大変助かった。
　コミュニケーションを取る手段として様々な場面を設定したが、夕食の時間を多く取っていなかったため（１時
間）この時間を利用してのネットワークづくりはあまりなされていなかったようである。実際、夕食の時間の少な
さを問題点としてあげる参加者も観られた。さらに、参加者からの意見として「大人の集団なので大枠の時間を設
定してくれれば自然とコミュニケーションを取る」があり、今後の企画において参考にすべき意見と考えている。
　その他に参加者からスケジュールがタイトであるとの問題提起が SLC 事務局アンケートの回答より明らかになっ
ているが、これについては全体に対する評価の項目に記載してある。



VIII.成果

以下に本学 SLC 参加教員による成果を掲載する。

成果は下記の各項目である。

１）各実習後に実習内容についてディスカッションと報告、発表をしてもらった。その発表時に用いたプレ

ゼン資料を実習毎に掲載した。

２）全実習終了後に参加教員を３つのグループに分け、「生命科学の先端技術（研究）をどの様に理科専門教

育に活かすか」についてディスカッションしてもらい、その結果を最終日に発表してもらっている。そ

の際用いたプレゼン資料を掲載した。尚、３つのグループにはそれぞれ教育する学年を比較的理科の知

識に乏しい高校１年生、高校２年生、受験を控えた高校３年生とし、より具体的な状況を設定してディ

スカッションを行ってもらっている。

３）本学 SLC ではキャンプ終了後、参加教員に今後の教育活動にキャンプの内容を活かしてもらうために「そ

れぞれの教育現場でキャンプで得られた体験を具体的にどのような形で実践していくか」についてレポー

トを提出していただいた。レポートの形式は A4 で１枚程度とした他は特に定めず、各教員の自己裁量と

した。

　　各レポートは基本的に編集者としては手を加えず、提出された形のまま掲載してある。また報告書作成

時に提出された課題は 15 名分であったので、その分のみ掲載した。

尚、２）の発表会の様子は添付する DVD に画像として収録してある。



PCR 法体験コースのプレゼン資料

遠隔医療センター見学実習のプレゼン資料

1.	実習報告用プレゼン資料

写真９　実習報告の風景



電子顕微鏡実習のプレゼン資料



免疫染色実習のプレゼン資料



2.「生命科学の先端技術（研究）をどの様に理科専門教育に活かすか」についてのプレゼ
ン資料

グループ A
グループ A は高校２年生を対象

とした教育について議論を行っ

てもらった。

写真 10　発表会のためのディスカッ
　　　　  ション

写真 11　発表会



グループ B
グループ B はまだ理科の知識

に乏しい高校１年生を対象と

した教育活動について議論し

てもらった。

グループ C
グループ C は受験生である高校

３年生を対象とした教育活動に

ついて議論してもらった。
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3. 提出課題「それぞれの教育現場でキャンプで得られた体験を具体的にどのような形で実践し
ていくか」
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平成２５年度旭川医科大学サイエンス・リーダーズ・キャンプ参加報告 
山形県立山形西高等学校 
教諭 佐々木 隆行   

◎総括 
山形西高等学校は、文型４クラス・理型２クラスの女子高である。現在は、社会情勢の変化を受けて、山西・

リケジョプロジェクトと題して、理数能力の強化や理型生徒の進路選択の幅を広げることを目的として様々な活

動を行っている。今回、旭川医科大学サイエンス・リーダーズ・キャンプに参加し、生徒の科学分野への興味関

心を喚起できる有用な知識が得られたと感じている。また、本校では、研究に興味を持つ生徒を支援するために、

放課後実験倶楽部を組織している。今回のキャンプへの参加目的の一つは、生徒の研究意欲に応えるために教員

として研究に対する資質を高める必要を感じていたからであるが、実験手法や最新の研究の流れなど多くの知見

が得られたと感じている。 
○「生命現象における可視化の重要性」について 
 再生医療研究の進展を例に、生命現象の可視化に関わる講義を受けました。理科の授業において、様々な分析

技術の説明をする際に、多くの生徒は、具体性や自分との関わりがわからないと関心を持ちにくいので、自分と

の関わりが考えやすい医療に関わる研究の話を聞くことができたのは良かったと感じています。特に、再生医療

の分野は、iPS細胞の研究を中心に最も注目度が高い分野なので、授業での話題提供としてはかなり有効だと思
います。それらの話題展開の中で、可視化技術などの分析技術の発展が重要であることを学ばせることができる

と考えます。 
○「PCR実験」について 
 現在、本校では、新教育課程に盛り込まれた生命科学分野の実験ができる環境が徐々に整いつつあります。私

自身、大学時代にＰＣＲを扱わなかったことや最新の方法を学びたいと思って参加したので、様々な情報を得る

事が出来たので有意義でした。また、ＰＣＲを利用した出生前診断の現在の状況を知ることができ、授業の話題

として活用できると考えています。 
○「遠隔医療」について 
 北海道の抱えた問題点を克服するために生まれた技術で、場所によって有効性が変化してくるとは思いますが、

現代社会における医療技術の発展には、生物や化学だけでなく物理の知識も必要だと感じました。新たな技術が

生まれるとそれまで関係ないと思っていた技術が必要になったりする事を実感できました。このことは、多くの

生徒が抱く何の為に勉強するのかという問いに対する一つの答えだと思います。 
○「免疫染色」について 
 免疫染色は、大学時代に専門でやっていたので、共焦点レーザー顕微鏡に興味がありました。どのくらいのこ

とができるのか知ることができたので、授業の話題として活用したいと思います。また、本校には、自由研究を

行える実験倶楽部があるので、研究の方向性によっては近隣の大学と協力して活用したいと思いました。 
○「ＳＰＰを通して得られた高校生への生命科学教育の実際と高大連携のあり方」について 
 本校では、ＳＳＨよりＳＰＰの方が適していると考えているので、ＳＰＰの実践例を知ることができたのは有

意義でした。 
○「生命科学実験の最先端をどのように理科教育に生かすか」について 
 山形県のように自然が豊かな環境に育っても生徒の自然体験は乏しい状態であり、理科教育において生徒の興

味関心を引くことは難しくなりつつあります。実体験が乏しい生徒に興味関心を抱かせる有効な方法の一つとし

て、最先端の科学にふれる事があると考えます。純粋に未知の知識への興味であったり、技術に対する憧れであ

ったり、知的好奇心を揺さぶる驚きは大事だと思います。また、役に立つ技術であれば理科を学習するモチベー

ションになったり、進路に影響を与える可能性もあります。授業内での話題としての活用はもちろんですが、大

学などを見学したり、可能な実験は行ったり、実際に体験することが最も効果的だと考えます。 
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平成 25 年度サイエンス・リーダーズ・キャンプ

未来の生命科学のフロンティアにたつ教員育成

〜先端実習を通じて〜
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