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Efforts to Strengthen Biochemistry Education in a Nutritionist Training Course of Junior College
～ Consideration of biochemical literacy in a case investigation～

　As a factor of educational improvement and strengthening, mindset of the educational system, 

educational contents and skills, and readiness of the students are mentioned. In a case, 

Biochemistry and the Experiment for Dietitian training program in our junior college, the subjects 

was considered about the educational contents and skills relating to the scientific literacy based on 

the syllabus and the student evaluation system. As a result, the lecture requires the development 

of teaching-materials, e.g. a supplementary note, and the necessity of developing some concrete 

experimental programs that strengthen educational contents were found out in which it is required 

to take educational cooperation of the lecture and the experiment.
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１．はじめに

　短期大学は、学校教育法の一部改正（平成 17 年 10 月）
により、これまで卒業時に準学士の称号が与えられてき
たものから、短期大学士の学位の制度が創設された。短
期大学士は、博士・修士・学士、そして専門職学位とあ
る学位に新たに設けられた学位であり、学術を基盤とす
る大学が、一定水準の知識・能力を身に付けた者に与え
る国際的にも通用するものとされている。海外の短期高
等教育機関においては、“foundation degree”（英国）、

“associate”（米国）といった名称で学位が与えられてお
り、日本も国際的に通用するものとして、短期大学士の
学位に値する、より質の高い教育が短期大学に求められ
ている。
　中央教育審議会による「我が国の高等教育の将来像」１）

では、短期大学に対して従来から求められている実務・
職業教育とこれに係る技能・資格等の修得・取得のため
の教育などの、いわゆる専門的職業人養成の質の向上に
加えて、米国のコミュニティ・カレッジのような地域に
学習機会を提供する身近な高等教育機関として、生涯学
習的な位置づけの大学の教養教育が求められている。短
期大学は大学の一類型として、他の高等教育機関と異な
る個性・特色の明確化に一層努める必要があり、短期大
学関係者には、４年制の学士課程に準ずる実質を備えた
短期大学の課程の教育上の特徴を一層明確化にし、教育
の充実に不断の努力を傾注するよう求めている。また近
年大学に求められる様々な「新しい能力」２）、即ち実社
会への様々な適応能力の育成についても必要性が議論さ
れており、それぞれの大学の独自性を活かしたかたちで

実践されるなか、学位というものが大学教育の課程を修
了した知識・能力の証明として授与されるものであるこ
とは、どの短期大学においても共通するものである。こ
れを念頭に、我々は教育の実質的向上を図らなければな
らない。
　短期大学の高等教育は、高等専門学校や専修学校専門
課程の教育と並んで、就職に直接結びつく実践的、技術
的及び職業技能に焦点を絞ったプログラムで、通算教育
年数がフルタイム換算で最低２年間とする「非大学型」
高等教育と言われており、高等専門学校や専門学校との
違いについても明確にしなければならい。この概念図を
図１に示す。以上の社会的要請のなかにおいて、教育の
質を向上させる為には、実際に学生が学習する個々の教
育内容を十分に検討し改善を図ることが不可欠となって
くる。
　本学食物栄養学科は、栄養士資格を中心に食に係る専
門職業人の養成を行っており、卒業後は主に病院・福祉
施設、食品・給食、学校・保育所・幼稚園、ホテル等へ
就職している。OECD による高等教育のプログラム類
型３）では，我が国の短期大学の殆どは、一般的に就職
に直接結び付く実践的、技術的および就職技能に特化し
たもの（タイプ５Ｂ）であり、大学のプログラム（タイ
プ５Ａ）と区別されている。この一方で、短期大学から
大学への進学（編入学を含む）は他国と比べて非常に少
ないが、短期大学士という学位が国際的に一定水準の知
識・能力を身につけた者に与えられるという観点におい
ては、短期大学と大学間において教育内容に大きな隔た
りがあるべきではない。学士課程（学士）に準じたもの
として短期大学の課程（短期大学士）のなかで実質の授

図１　高等教育の枠組み概念図
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業内容を検討しなければ、４年制大学、高等専門学校や
専門学校との差別化は図れない。諸外国の多くは、非大
学型高等教育機関においては、大学で学位を取るときの
初歩にあたるような進んだ内容を教えている。
　短期大学栄養士養成課程における教育研究の多くは、
就職に直接結び付く実務的あるいは実践的なものが殆ど
である。教育の質の保証は本来、非研究型の教育機関で
は特に重要と言われているが、養成課程の基礎となる学
術基盤となる教育内容自体について報告されているもの
は多くない。栄養士の養成は、管理栄養士制度が導入さ
れて以来、その質の向上が問われている。この様な状況
のなか、社団法人全国栄養士養成施設協会が栄養士養成
課程のコアカリキュラム（試案）４）を、特定非営利活動
法人日本栄養改善学会理事会が管理栄養士養成課程のモ
デルコアカリキュラム５）を作成し、養成課程の教育内

容の指標を提案している。栄養士養成課程のコアカリ
キュラムは７～８割程度を想定しており、残り３～２割
は各大学の独自性に委ねている。コアカリキュラムのう
ち生化学の教育内容を表１－１に示す。教育内容につい
ては、既に当該協会等で議論し尽くされたものと言える
が、コアカリキュラムを踏まえたその後の事例となる教
育研究上の論文は多くは示されていない。
　本稿では、本学短期大学部食物栄養学科で開講してい
る「生化学」並びに「生化学実験」を取り上げ、そのシ
ラバスと学習評価の事例をもとに、科学的リテラシーに
関する考察を行い、今後の教育改善・強化の課題を見出
したい。教育改善・強化の要因としては教員、教育内容、
教育方法、そして学生のレディネスが挙げられる。本稿
では、教育内容と教育方法について本学の事例をもとに
改善・強化を検討した。

表１　栄養士養成課程コアカリキュラム（試案）の生化学並びに関連科目の内容（抜粋）

1　人体の構造と機能－生化学

大　項　目 中　項　目 内　　　　　　　　　　　容
1 人体の構造
（主に解剖生理学で
学習のこと）

人体の構造 　
　・細胞と細胞小器官 a 核、ミトコンドリア（マトリックス・クリステ）、リボソーム、小胞体、

ゴルジ体、リソソーム、細胞膜、[c 細胞質基質 ]
　・組織と器官 a 上皮組織、結合組織、軟骨組織、骨組織、筋組織、神経組織、細胞間質
　・生体膜 a 膜の構成（リン脂質の二重層 ( 疎水性、親水性 )、ホスファチジルコリン、

コレステロール、たんぱく質）、膜輸送 ( 受動輸送、単純拡散、促通拡散
( 促進拡散 )、能動輸送、担体、チャネル、ナトリウム・カリウムポンプ）、
ホルモン受容体、エンドサイト―シス、エキソサイトーシス

生体成分 （解剖生理学・生理学で学習）
2 たんぱく質・酵素
の構造と機能
（「アミノ酸、ペプチ
ド」の項目は栄養学
等との分担を調節の
こと）

アミノ酸 　
　・種類と構造 a L- α - アミノ酸、アミノ基、カルボキシル基、側鎖、必須アミノ酸、可

欠アミノ酸、たんぱく質非構成アミノ酸
　・性質 a 両性電解質、側鎖の特徴（酸性、塩基性、脂肪族、芳香族、SH基）
ペプチド 　
　・ペプチド結合の性質 a ペプチド結合、ペプチド（ジペプチド、オリゴペプチド、ポリペプチド）
　・生理活性ペプチド a ペプチドホルモン
たんぱく質 　
　・分類 a 形態（繊維状、球状）、機能（酵素、筋肉、運搬、免疫、等）、溶解性
　・構造　一次構造と高次構造
　　（2次、3次、4次構造）

a アミノ酸配列、側鎖間の相互作用、サブユニット　[b α - へリックス、
β - シート ]

酵素 　
　・酵素の分類 a 酸化還元酵素、転移酵素、加水分解酵素、脱離酵素（リアーゼ）、異性化

酵素、合成酵素
　・一般的性質 a 触媒作用、活性化エネルギー、反応速度の温度依存性・ｐＨ依存性、ア

イソザイム　b Ｋｍ
　・特異的作用 a 基質特異性、活性中心（活性部位）、基質－酵素複合体、補酵素、金属イ

オン
　・活性の調節 a 酵素たんぱく質合成、リン酸化・脱リン酸化による活性調節、酵素前駆体、

アロステリック酵素
3 糖質と脂質
（食品学等との分担
を調節のこと）

糖質の化学 　
　・単糖類 a ペントース、ヘキソース、ケトース、アルドース、グルコース、ガラクトー

ス、フルクトース、不斉炭素原子、α型・β型　[c　エピマー、ヘミアセター
ル、アノマー ]

　・二糖類 a マルトース、スクロース、ラクトース、イソマルトース、グリコシド結合（α
1,4 －結合、α 1,6 －結合）

　・多糖類 a でんぷん（アミロース、アミロペクチン）、グリコーゲン、セルロース、
ペクチン、グルコマンナン、食物繊維

　・複合糖質 c ムコ多糖類
脂質の化学 　
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大　項　目 中　項　目 内　　　　　　　　　　　容
　・単純脂質 a トリアシルグリセロール、ジアシルグリセロール、モノアシルグリセロー

ル、脂肪酸（飽和脂肪酸、一価不飽和脂肪酸、多価不飽和脂肪酸、n-3 系
脂肪酸、n-6 系脂肪酸、必須脂肪酸、中鎖脂肪酸、短鎖脂肪酸）、エステ
ル結合、エステル

　・複合脂質 a リン脂質、疎水性領域、親水性領域、グリセロリン脂質、ホスファチジ
ルコリン、スフィンゴリン脂質

　・誘導脂質 a コレステロール、ステロイド、胆汁酸、エイコサノイド
4 生体エネルギー学 ＡＴＰの役割 　

　・自由エネルギー a 化学エネルギー、反応エネルギー
　・異化、同化 a 栄養成分の酸化分解とエネルギー生産、生体成分の合成等とエネルギー

消費
　・高エネルギーリン酸化合物 a ＡＴＰ、ＡＤＰ、ＧＴＰ、クレアチンリン酸、高エネルギー結合
生体酸化 　
　・酸化還元酵素 a 酸化反応、還元反応、酸化酵素、脱水素酵素
　・活性酸素 a 活性酸素（スーパーオキシドアニオン、過酸化水素）、ＳＯＤ、カタラー

ゼ、グルタチオンペルオキシダーゼ
呼吸鎖と酸化的リン酸化 　
　・呼吸鎖 a 電子伝達系、酸化的リン酸化によるＡＴＰ合成、ＮＡＤ、ＦＡＤ、ミト

コンドリア内膜
　・ＡＴＰ合成酵素 a 基質レベルのリン酸化によるＡＴＰ合成
　・化学浸透圧説と脱共役たん
　　ぱく質

c 化学浸透説

5 中間代謝の概要 代謝経路 　
　・糖質代謝 a 解糖系（嫌気的状態、好気的条件）、グリコーゲン合成・分解、五単糖リ

ン酸回路、糖新生、クエン酸回路　[b グルクロン酸経路 ]
　・脂質代謝 a 脂肪の分解、β酸化、クエン酸回路、脂肪酸の合成、コレステロールの合成、

ケトン体の生成
　・アミノ基転移反応 a アミノ酸、2- オキソ酸（αケト酸）、トランスアミナーゼ、ピリドキサー

ルリン酸
代謝経路の調節 　
　・平衡反応、非平衡反応 c 平衡反応、非平衡反応、代謝系の反応方向の制御に対する非平衡反応の

役割
　・アロステリック酵素 a フィードバック阻害、アロステリック酵素、アロステリック（調節）部

位
　・ホルモンの作用機構 a 受容体（細胞膜表面）、ｃＡＭＰ（セカンドメッセンジャー）、酵素のリ

ン酸化・脱リン酸化、受容体（細胞内）、タンパク質合成促進
6 糖質の代謝
（栄養学等との分担
を調節のこと）

クエン酸回路 　
　・有機酸と脱炭酸 a オキサロ酢酸、クエン酸、2- オキソグルタル酸、ピルビン酸脱水素反応

等の脱炭酸反応
　・好気性代謝と脱水素 a ピルビン酸脱水素反応等の脱水素反応、電子伝達系、ＮＡＤ、ＦＡＤ
解糖系 　
　・乳酸と嫌気性代謝 a 解凍系（ＡＴＰの消費と生産、ＮＡＤ +H+ の生産）、嫌気的条件、ＮＡ

Ｄ+H+ の再酸化、乳酸脱水素素、コリ回路
　・解糖と呼吸の場合 c ＮＡＤ +H+ のミトコンドリア内への移送
糖新生と糖質合成 　
　・血糖の調節 a グリコーゲン合成、ＵＤＰグルコース、グリコーゲン分解（加リン酸分解）、

血糖に関連するホルモン（インスリン、グルカゴンなど）
　・五単糖リン酸回路 a リボースの生産とその利用、ＮＡＤ+H+ の生産とその利用
　・グルクロン酸経路 b ＵＤＰ－グルクロン酸、解毒
　・乳糖　　・多糖合成 c 乳糖および多糖の合成

7 脂質の代謝
（栄養学等との分担
を調節のこと）

脂肪酸の生合成 a アセチルＣ o Ａ、マロにルＣｏＡ　[ ｃ　アセチルＣ o Ａの細胞質への移
送（クエン酸）]、ＮＡＤ +H+

脂肪酸の酸化 a アシルＣ o Ａ、アシルＣ o Ａのミトコンドリアへの移送（カルニチン）、
β酸化、アセチルＣ oＡ

不飽和脂肪酸の代謝 a n-3 系の変換（リノレン酸、イコサペンタエン酸）、n-6 系の変換（α - リノー
ル酸、アラキドン酸）

エイコサノイドの代謝 b エイコサノイドの合成、プロスタグランジン、ロイコトリエン、トロン
ボキサン

アシルグリセロール・リン酸質・
糖脂質の代謝

栄養学で学習

脂質の輸送と蓄積 a リポプロテイン、キロミクロン、[ ｃ　キロミクロンレムナント ]、ＶＬ
ＤＬ、ＬＤＬ、ＨＤＬ、リポプロテインリパーゼ

コレステロールの合成・輸送・
蓄積

a アセチルＣ oＡ、ＨＭＧ－ＣｏＡ、コレステロール、ステロイドホルモン、
胆汁酸、ＶＬＤＬ，ＬＤＬ，ＨＤＬ　
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大　項　目 中　項　目 内　　　　　　　　　　　容
8 たんぱく質・アミ
ノ酸の代謝
（栄養学等との分担
を調節のこと）

非必須アミノ酸の生合成 a 2- オキソ酸、アミノ酸、アミノ基転移反応
たんぱく質・アミノ酸の異化 a 酸化的脱アミノ反応、尿素サイクル、脱炭酸反応、糖原性アミノ酸、ケ

ト原性アミノ酸
アミノ酸の特殊生成物への変換 　
　・ポルフィリンの合成と分解 c ポルフィリンの合成と利用、ポルフィリンの分解（胆汁酸）
　・クレアチンの合成と分解 c クレアチンリン酸の合成と利用、クレアチンの分解（クレアチニン）
　・アミノ酸の代謝 a トリプトファン（セロトニン、メラトニン、ノルアドレナリン、メラニン）、

チロシン（チロキシン、ノルアドレナリン、メラニン）、ヒスチジン（ヒ
スタミン）

9 情報高分子の構造
と機能

ヌクレオチド a ヌクレオチド、ヌクレオシド、塩基、プリン塩基（アデニン、グアニン）、
ピリミジン塩基（チミン、シトシン、ウラシル）、糖（リボース、デオキ
シリボース）

プリン・ピリミジンヌクレオチ
ドの代謝

a イノシン酸、キサンチン、尿酸

遺伝子、核酸　・染色体 a ＤＮＡ（二重らせん構造、相補的塩基対、水素結合）、ＲＮＡ（ｍＲ
ＮA、ｔＲＮＡ、ｒＲＮＡ）

タンパク質生合成 a ＤＮＡ、転写、ＲＮＡポリメラーゼ、ＲＮＡ、翻訳、ｍＲＮＡのコドン、
ｔＲＮＡのアンチコドン

10 ビタミンの栄養
（栄養学等との分担
を調節のこと）

ビタミンの栄養 a 脂溶性ビタミン・水溶性ビタミン（ビタミン名、化合物名、生理作用）、
プロビタミン（カロテン、エルゴステロール、７－デヒドロコレステロー
ル）、ビタミンＢ群（補酵素名、酵素反応）

11 内分泌系
（主に生理学で学習
のこと。生化学では、
血糖値の調節、血液
中のカルシウムイオ
ン濃度の調節を中心
にホルモンの作用を
学習する。）

ホルモン 　
　・ホルモンの分類・構造・作
　　用機序

a ペプチドホルモン、ステロイドホルモン、アミノ酸誘導体ホルモン、内
分泌腺、血液、標的器官、受容体、消化管ホルモン

　・ホルモン分泌の調節機構 a 交感神経、副交感神経、ホルモン分泌刺激ホルモン
　・内分泌器官と分泌ホルモン
　・視床下部・下垂体とホルモ
　　ン

a 脳下垂体前葉（甲状腺刺激ホルモン、副腎皮質刺激ホルモン（ＡＣＴH)、
性腺刺激ホルモン、プロラクチン、成長ホルモン）、脳下垂体後葉（バソ
プレシン、オキシトシン）

　・甲状腺とホルモン
　・カルシウム代謝調節ホルモ
　　ン

a カルシトニン（血中カルシウム減少、骨形成促進）、副甲状腺ホルモン（血
中カルシウム増加、骨吸収促進、ビタミンＤ活性化）、活性型ビタミンＤ

（カルシフェロール、カルシウム結合タンパク質、骨代謝の促進）
　・副腎皮質・髄質とホルモン a 副腎皮質（グルココルチコイド、血糖値の上昇、ミネラルコルチコイド、

Na再吸収）、副腎髄質（アドレナリン、血糖値上昇、ノルアドレナリン）
　・膵島とホルモン a ランゲルハンス島β細胞、インスリン、血糖値低下、ランゲルハンス島

α細胞、グルカゴン、血糖値上昇
　・性腺ホルモン b 卵巣・胎盤、エストロゲン（卵胞ホルモン）、プロゲステロン（黄体ホルモン）
　・消化管ホルモン a 消化管ホルモン（ガストリン、コレシストキニン、セクレチン）、脂肪細

胞（レプチン）
12 免疫と生体防御 免疫と生体防御 　

　・非特異的防御機構 a マクロファージ、好中球、　[b　リゾチーム ]
　・生体防御機構における免疫
系の特徴

a 自己、非自己、抗原、抗体

　・体液性免疫 a Ｂリンパ球（Ｂ細胞）、形質細胞、抗体、免疫グロブリン、IgA、IgG、
IgE、IgM

　・細胞性免疫 a Tリンパ球（Ｔ細胞）、マクロファージ
　・免疫学的自己の確立と破綻 c 自己の確立、免疫不全、免疫寛容
　・アレルギー疾患 a 即時型アレルギー（Ⅰ型アレルギー）、肥満細胞、ヒスタミン、遅延型ア

レルギー（Ⅳ型アレルギー）、ツベルクリン反応、臓器移植
　・食物アレルギー a 抗原、特定原材料、小麦、乳、そば、卵、落花生
　・膠原病、自己免疫疾患 a 自己免疫疾患（慢性関節リウマチ、バセドウ病、Ⅰ型糖尿病）

２　栄養と健康－「栄養学総論」生化学の分担調整等が求められている項目（抜粋）

大　項　目 中　項　目 内　　　　　　　　　　　容
４糖質の栄養 糖質の体内代謝 　

　・糖質の化学 a 糖質の分類、種類、化学的性質、構造、機能（食品学、生化学と調整）
　・糖質の消化・吸収 a 糖質の消化と吸収後の動態
　・グルコースの代謝 a 解糖系、ＴＣＡ回路、[b　ペントースリン酸経路 ]、ＡＴＰ（生化学と調整）
　・その他の糖質 　

５脂質の栄養 脂質の体内代謝 　
　・脂質の化学 a 脂質の分類、種類、化学的性質、構造、機能（食品学、生化学と調整）
　 a ＴＧ、リン脂質、コレステロール、脂肪酸
　・脂質の消化・吸収 a リンパ系輸送、キロミクロン、ＭＣＴとＬＣＴの違い、乳化と胆汁酸
　・脂肪酸の代謝 a 合成と分解（β酸化、マロニルＣ oA）、（c　すべて生化学）
　・コレステロールの代謝 b 合成と分解（フィードバック調節）、ＨＭＧ－Ｃ oAリダクターゼ
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２．「生化学」及び「生化学実験」

　　の位置づけと教育内容について

　「生化学」と「生化学実験」は、栄養士必修科目であり、
「生化学」は卒業必修要件となっている。そのため例外
を除いて食物栄養学科の学生は両科目を必然的に履修す
るものである。
　厚生労働省が示した栄養士養成施設のカリキュラム
６）において、生化学は教育内容の「人体の構造と機
能」に含まれており、この内容に対して生化学が解剖
学や生理学と並んで学術基盤として重要な要素となっ
ている。一方、管理栄養士のカリキュラムでは、専門
基礎分野として教育内容「人体の構造と機能及び疾病
の成り立ち」が挙げられている。栄養士法上、管理栄
養士の免許は、栄養士免許の取得を前提としているた
め、管理栄養士養成の課程では、栄養士としての養成
をあわせて行うことになっている。このため、大学に
おける管理栄養士課程の学術的基盤は基本的に「疾
病の成り立ち」を除いては、栄養士養成課程と基本
的には変わりがないものと言える。実験・実習科目
は、必要な技能を修得することをねらいとするものであ

るが、「当該講義科目の内容と合わせて教育効果を高め
ることが重要」とあり、相乗効果的に教育内容を教育目
標に応じて設定しなければならないことが示されてい
る。

2.1　「生化学」について
　栄養士法施行規則では、短期大学の栄養士養成課程に
おける生化学は、解剖学や生理学と並んで専門基礎分野
の「人体の構造と機能」の教育内容に含まれており、講
義又は演習の履修単位数は８単位である。これは、専門
分野の「栄養と健康」の講義又は演習の履修単位数８単
位と同単位数となっている。「栄養と健康」の教育内容
には、栄養学や臨床栄養学概論などの科目が含まれてお
り、表１－２に示すように生化学の分担調整が求められ
る教育内容が含まれている。一方、大学の管理栄養士養
成課程の生化学は、専門基礎分野の「人体の構造と機能
及び疾病の成り立ち」の教育内容に含まれ、この講義又
は演習の修得単位数は 14 単位と最も多いものとなって
いる。これに加えて「生物学入門」「化学入門」の入門
科目や、専門分野の「基礎栄養学」「応用栄養学」にお
いて、生化学の教育内容に触れる機会が多く設定されて

大　項　目 中　項　目 内　　　　　　　　　　　容
　 a コレステロール関連物質、ＨＤＬ・ＬＤＬコレステロールの機能（ｃ　

すべて生化学）
　 a リポタンパク質（役割と中心成分）、リポタンパク質リパーゼ
　 ｂ コレステロール（腸肝循環、動脈壁と酸化型ＬＤＬ）（ｃ　すべて生化学）
　・必須脂肪酸の機能 a n-6 系、n-3 系脂肪酸の機能、( エ ) イコサノイド（プロスタグランジン）

とその機能
６タンパク質の栄養 タンパク質の体内代謝 　

　・アミノ酸・タンパク質の化学 a アミノ酸・タンパク質の分類、種類、化学的性質、構造、機能（食品学、
生化学と調整）

　・タンパク質の消化・吸収 b チモーゲン（プロ酵素）、内在性酵素
　・タンパク質・アミノ酸の代謝 a タンパク質の合成・分解、アミノ酸代謝反応（アミノ基転移・脱アミノ・

脱炭酸）、窒素出納、動的平衡状態、代謝回転（速度）、尿素サイクル
　 b アミノ酸から生成する生理活性物質、分岐鎖アミノ酸の代謝、グルコース・

アラニン回路
７ビタミンの栄養 ビタミンの構造と機能 　

　・ビタミンの化学 a ビタミンの分類、種類、化学名、生理作用、欠乏症、過剰症（食品学、
生化学と調整）

　①脂溶性ビタミンの構造と働き a ビタミンA・D・Kの機能
　②水溶性ビタミンの構造と働き a ビタミンB群・Cの機能

８無機質（ミネラル）
の栄養

無機質の分類と栄養学的機能 　
　・分類 （生化学と調整）
　①主要ミネラル a Ca、P、K、Mg、Na、Cl など生理作用および欠乏症と過剰症
　②微量ミネラル a Fe、Mo、Zn、Cu、Co、Mn、Se など生理作用および欠乏症と過剰症
　・ミネラルの栄養と機能 　
　①硬組織とミネラル a ヒドロキシアパタイト、運動と骨塩量、活性型VDと骨粗しょう症、b フッ

素とう蝕予防効果
　②生体調節機能とミネラル a 貧血（Fe）、味覚異常 (Zn)、血圧調節 (Na と K)、神経・筋肉機能維持
　 b ミネラル含有酵素、酵素の活性化
　・ミネラルの消化・吸収 a Ca の吸収、Fe の吸収

９水・電解質の代謝 水およびミネラルの代謝と栄養 ( 生化学と調整 )
　①水の出納 a 水分代謝（水分摂取ー食品水分、飲料水、代謝水、水分排泄ー尿、不感蒸泄、

糞便中の水）
　②水と電解質 a 体液分布、性・年齢別の影響、細胞内液ミネラル・細胞外液ミネラル、酸・

塩基平衡、浸透圧
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表２　生化学と生化学実験の授業計画（平成 24 年度）

１　生化学

授業の概要及びねらい

人間は食事により、生きていくために必要な栄養素を摂取している。食事から摂取し
た三大栄養素が消化吸収された後、どのように代謝されエネルギーに変化していくの
か、あるいは生体成分に作りかえられていくのかを化学的に理解する。さらに、生体
の恒常性の維持に関わる、酵素の働き、免疫システム、無機質やビタミンについても
学ぶ。

授業の到達目標

グルコースからエネルギー産生までの流れを説明できる。解糖経路、TCA 回路の特
徴を説明できる。糖新生について説明できる。ケトン体について説明できる。脂肪酸
の合成と分解について説明できる。リポタンパク質の種類と役割について説明できる。
アミノ酸の分解について説明できる。酵素の機能について説明できる。抗原・抗体に
ついて説明できる。免疫担当細胞を述べ、それぞれの役割について説明できる。無機
質やビタミンの種類と働きについて述べることができる。

単　元　項　目 主　な　学　習　内　容
１．人体の仕組み 授業計画の説明、人体の仕組み
２．細胞の構造 器官、組織、細胞、細胞小器官、リン脂質、二重層
３．糖質の構造 糖質の構造と性質、エネルギー、ＡＴＰ、解糖経路
４．糖質のはたらき 糖質代謝、グリコーゲン、糖新生、ペントースリン酸経路、ウロン酸回路
５．エネルギー代謝 解糖系、TCA回路、ATP、酸化的リン酸化、電子伝達系
６．脂質の構造 脂質の構造と性質
７．脂質のはたらき コレステロール代謝、ベータ酸化、ケトン体の産生、脂肪酸合成、リポタンパク質
８．タンパク質の構造 アミノ酸、ペプチド結合、αヘリックス、β構造、変性
９．タンパク質・酵素のはたらき 酵素、生体触媒、活性化エネルギー、至適条件、ミハエリス定数、阻害様式
10．アミノ酸の代謝 アミノ酸の代謝経路、尿素回路、アミノ酸プール、アミノ基転移反応、脱アミノ反応、

炭素骨格
11．核酸の構造 核酸の構造と機能（核酸とは、DNA、RNA、ヌクレオチド、ヌクレオシド）
12．核酸のはたらき 核酸塩基の分解と合成（セントラルドグマ、ゲノム、遺伝子、翻訳、転写、複製）
13．ホルモンとシグナル伝達 恒常性の維持，神経系とホルモン系、生体膜、情報伝達、リガンド、レセプター、ア

ゴニスト
14．免疫 免疫系（体液性免疫、細胞性免疫、抗原、抗体、Ｂ細胞、Ｔ細胞、アレルギー）
15．水・無機質，ビタミンの種類とはたらき 脂溶性ビタミン、水溶性ビタミン

いる。このように、生化学が専門分野として、栄養士又
は管理栄養士養成の教育課程の学術基盤の一つとなって
いることがうかがえる。
　教育内容「人体の構造と機能」の教育目標は「人体の
仕組みについて構造や機能を理解し、食事、運動、休養
などの基本的生活活動や環境変化に対する人体の適応に
ついて修得する。」とある。一方、管理栄養士養成課程
の「人体の構造と機能及び疾病の成り立ち」の教育目標
は「１）人体の構造や機能を系統的に理解する。２）主
要疾患の成因、病態、診断、治療等を理解する。」とあ
る６）。管理栄養士課程では、教育目標が２つ挙げられて
いるが、その教育内容は基本的には諸疾患の成因、病態、
診断、治療に関する内容が主となっており７）、２）の疾
病の成り立ちに傾倒した生理学的内容が主なものとなっ
ているが、生化学的内容はその前提知識として理解され
なければならない。管理栄養士課程においては、専門科
目教育以前の基礎教育科目のなかで、生物学や化学等の
入門科目の充実により生化学教育が担保されている。生
化学は、「人体の構造と機能」の分子基盤の知識理解の
側面を基本的には担保するものと考えられ、管理栄養士・
栄養士のいずれにおいても生化学で取り扱われる教育内
容は基本的に共通のものと考えられる。しかしながら、
それぞれの課程で生化学分野に触れる時間数は大きく異
なることから、短期大学の養成課程ではより教育効果の
高い講義・実験が求められる。

2.2　「生化学実験」について
　実験科目は、各教科内容において必要な技能修得をね
らいとするものであるが、生化学実験は栄養士の職業人
として必要とされる主な技能に直接関わる要素は少な
い。技能修得の観点から言えば、単位の意味や取り扱い、
測定値の取り扱いや読み取られる意味、ピペットやメス
シリンダー等器具の取り扱いなどの一般的手技手法が挙
げられる。測定機器や実験装置等は近年の技術革新によ
り多種類化・特殊化とオートメーション化をもたらして
おり、各種生体成分の取り扱いにおいては、基本的操作
技能の習得や測定原理の習得はあっても分析等の実験技
能を広く習得するものとしては、設備等の問題を含め対
応が難しい。そのため、生体成分の分析手法等の実験技
能においては、主にその成分の化学的性質及び生理・生
化学的意義などについて知識・理解を深める学習の機会
として捉えられる。

３．「生化学」及び「生化学実験」の教育の検討

（実践事例からの今後の課題）

3.1　講義と実験の教育内容について
　概ね一単元に対して、「生化学」で１回、「生化学実験」
で２回と、繰り返し学習する機会を設けている。生化学
と生化学実験のシラバスを表２に示す。
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　生化学の教育内容を表２－１に示すように、教育単元
として次のように大きく捉えている。①人体の仕組み・
細胞、②糖質の構造と機能、③脂質の構造と機能、④タ
ンパク質（アミノ酸）・酵素の構造と機能、⑤酵素の働き、
⑥核酸の構造と機能、⑦代謝（各成分の生合成と分解，
エネルギー代謝）、⑧水・ミネラル、⑨ビタミン、⑩ホ
ルモン系と神経系、⑪免疫系。実際の授業においては、
概ね表に示す順序で学習を進めているが、学生の理解に
応じて⑦の代謝を各成分の代謝に分け、各②から⑥（⑤
は除く）の学習直後に入れている。この他、時間の範囲
内で血液に触れることも想定している。コアカリキュラ
ムを考えた場合、この中項目については、授業のなかで
全て取り扱っている。しかしながら、内容の全てを各々
説明していくことは時間的に不可能に近く、また後述す
るように学生の授業評価からは学習の進度にも限界があ
り、理解にまで及ばないことが考えられる。そのため授
業では、全ての内容に触れる機会を持つが、各中項目の
内容のなかでより基本的あるいは中心的な内容に重点を
置いて授業を展開している。
　生化学実験の内容を表２－２に示すように、主な内容
としては実験の基礎知識（実験レポート、単位や測定値
の取り扱い、器具類の名称と取り扱い、安全管理・試薬
の取り扱い）、生体の機能成分として糖質、脂質、タン
パク質、核酸、そしてミネラルを採り上げ、試料から各

成分の性質に基づく分離と定性分析、酵素反応実験、タ
ンパク質及び糖質の定量的分析を行っている。実験自体
は極力簡単な操作に留め、原理や法則の適用操作の習得
を通して、操作過程や結果から観察・確認されるその性
質、原理や法則、専門用語や事象に対する理解を深める
ようにしている。実際の実験においては、生体試料を直
接取り扱う機会はなく、唯一唾液を使った酵素実験を
行っており、他は食材を試料としている。本来の学習目
標を考えた場合、人体の生化学的理解として捉えやすい
ように、教材を開発する必要があると考える。また、後
述するように学生の実験操作自体の興味関心からより生
化学への学習意欲を引き出す工夫も必要と考える。

3.2　学生による授業評価について
　高校教育において生物を学んできた学生は４割程度、
化学は２割弱程度、生物と化学をいずれも学んできた学
生は１割に満たない。また生物と化学を選択してこな
かった学生は３割程度であった（平成 24 年度調べ）。授
業に対する姿勢は、個人差はあるが学習機会をあまり得
てこなかった学生のほうが比較的熱心に授業に取り組む
姿勢がみられ、またテストの得点評価平均も僅かである
が高い。
　授業は、テキスト８）を用い、補足が必要な内容や図
解によって理解を容易にする際には、プリントを配布し

２　生化学実験

授業の概要及びねらい
生化学的に重要な成分であるタンパク質、糖質、脂質そして無機質成分を牛乳から分
離し、その特性を実験的に把握する。また、酵素作用を理解するために唾液アミラー
ゼを使った分解を会得する。さらに、生物試料から DNA を分離し、遺伝子の化学的
本体を垣間見ることで、DNAの特性を理解する。

授業の到達目標

実験の心得を理解し、基本的なガラス器具及び天秤や分光光度計の取り扱いを習得す
る。食品から糖質、タンパク質、脂質を分離し、その化学的特徴を実験結果から説明
することができる。酵素作用を理解するために、アミラーゼによるデンプンの加水分
解等を体験し、実験結果を考察することができる。遺伝子の本体である DNA を試料
から分離し、その特徴を理解することができる。レポートの書き方や自ら疑問を導き
解決する能力・考察力・課題に対する調査能力を身につけることができる。各週の内
容をまとめ、提出期限を守る習慣を身につける。グループワークを通して、協力・協
調性を身につける。

単　元　項　目 主　な　学　習　内　容
１．実験の心得 実験の心得について学習する。
２．基礎知識・測定値の取り扱い 生化学実験の基礎知識や実験で取り扱われる化学単位や測定値について学習する。
３．各種器具・機器類の取り扱い 各種器具・機器類の名称と取り扱い，ｐＨメーターの使用法，分光光度計の使用法を

学習する。
４．タンパク質の分離 牛乳を試料に、脂質、糖質、無機成分それぞれの成分分離の実験を通して基本的性質

を理解する。５．脂質の分離
６．糖質の分離
７．無機質の分離
８．タンパク質の確認 ゼラチンを試料に定性分析と定量分析により、タンパク質の確認を行う。
９．糖質の確認 可溶性デンプン並びにグルコースを試料に還元糖の定量分析により、糖質の確認を行う。
10．脂質・無機質の確認 リン酸カルシウムの定性分析により無機質の確認を行う。
11．ヨウ素デンプン反応 ヨウ素デンプン反応によりデンプンの定量的分析を行う。
12．唾液アミラーゼの酵素反応 ヨウ素デンプン反応を採り上げ、酵素作用物質の定量的性質を理解する。
13．唾液アミラーゼの酵素反応 唾液アミラーゼによる酵素分解を行い、酵素の基本的な性質、機能を理解する。
14．イーストによる発酵 ドライイーストと砂糖水を使って、炭酸ガスの発生を確認し、エネルギー代謝の一端

から理解を深める。
15．DNAの分離 タマネギを試料に、DNA の粗抽出を行い、エタノール中で抽出物（DNA）の確認を

通して核酸成分の化学的性質の理解を深める。
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ている。授業自体への関心を低下させないこと、そして
自らノートを作ることで内容を理解させることをねらい
として、授業内容をまとめたような資料は配布していな
い。授業方法は、基本的にはテキストの内容に沿って説
明を行い、板書によって補足している。本時の授業にお
いては、毎回導入として前回の学習の振り返りを行い、
内容につながりを持たせるように努めている。
　一方実験は、各回でプリントを配布している。実験に
関わる基本的内容についてクイズ形式でまとめ、生化学
の内容を振り返らせている。そして実験を手順の説明に
沿って操作していく。実験では、考えるヒントを与え、
操作過程や結果に対して疑問を導くように努め、これを
考えさせ自ら答えを得ていくよう、可能な限り手をさし
のべないようにしている。
　以上の状況の下、学生による授業評価の結果を図２に
示す。講義と実験の評価（項目 14 － 18）は、総じて教
員の対応カテゴリーとして比較的肯定的評価を示してい
るが、授業内容・方法（項目６－ 13）そして学生の自
己評価（項目１－５）のカテゴリーは順に肯定観が低下
している。これは、教員の熱意は理解できるものの、授
業内容に対しては受け入れが難しく、結果として理解が
困難となっていることが考えられる。この傾向は、講義
に比較的強く見られ、学生の総合自己評価と授業の総合
評価の結果に反映しているものと考えられる。講義の授

業評価の自由記述において、授業の内容や展開に対する
否定的な感想は、「難し過ぎる」「聞いたことのない用語
ばかりでついていけない」といったつまづき感を表すも
のであり、中には模式図（構造や反応経路など）や専門
的用語の使用自体が受け入れられないことが分かった。
また、どのような工夫をすれば理解ができるかといった
自由記述には、主にポイントを踏まえたノートにまとめ
られた様な板書や、授業をまとめたプリントを配布して
欲しいといった内容、暗記方法などが挙げられた。一方
では、このままで良いという肯定的な感想もあった。授
業を否定的に評価する学生は、およそ生化学への学習意
欲や初年次教育等におけるノートの取り方などの学習ス
キルを十分に備えておらず、学習の内容と量をもとに評
価していることが推察される。実験が講義と比較して肯
定的であるのは、講義内容を実験内容に関連する内容に
限っていることも考えられる。
　授業評価からは、講義においては如何にしてコアカリ
キュラムの内容を効果的に学習するか、これまで授業の
方法や教育内容の順序などを試行錯誤してきたが、否定
的評価に対する大きな効果は見出せていないため、サブ
ノートを作成するなどの教材面から検討する必要がある
と考える。また、実験では比較的肯定的評価が得られる
ことから、実験による教育強化が生化学の学習意欲につ
ながることが期待される。

図２　　授　　業　　評　　価

授業評価項目

あなた自身の授業参加態度について

１　授業は何回欠席しましたか。
２　シラバス（授業計画）を活用しましたか。
３　授業中に居眠り・私語等をせず真剣に取り組みましたか。
４　あなたはこの授業をりかいするために自分で何か工夫をしま

したか。
５　あなた自身の総合自己評価

授業内容・方法について

６　シラバス（授業計画）について説明がありましたか。
７　教員は授業の到達目標を明確にして、授業を展開していまし

たか。
８　授業は興味・関心が持てる工夫がされていましたか。
９　授業は分かりやすくする工夫がされていましたか。
10　視聴覚機器や板書の用い方は適切でしたか。
11　教科書・配布資料等は役に立ちましたか。
12　声の大きさ・明瞭さ・話す速さは適切でしたか。
13　授業の進む速さは適切でしたか。

教員の対応について

14　学生の質問等に誠実に対応しましたか。
15　公平に学生に対応しましたか。
16　教員は双方向的なやり取りをしながら、授業を行っていまし

たか。
　　（コメントを付したレポートの返却、学生からの質問を授業で

取り上げるなど）
17　教員は熱心に授業に取り組んでいましたか。

授業の総合評価

18　この授業を総合評価してください。
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４．教育改善・強化の課題について

　教育改善・強化の要因としては教員、教育内容、教育
方法、学生のレディネスが挙げられる。
　教員については、専門家・研究者として最新情報を含
めた知識・技能を備えていることはもちろんのこと、近
年は教育者としての素養も強く求められている。教育に
おける学習理論や方法論などの具体的な知識理解をもっ
て教育改善に当たる必要もあると考えられる。教員は、
専門分野の研究者かつ教育者という二面性のなかで、ソ
クラテス的教師像などの各自が教育哲学を持つ必要があ
ると考えられる。
　教育内容については、すでにコアカリキュラム（試案）
が提示されており、これに沿って大学の独自性や教養教
育を如何に効果的に取り入れ、実験はもとより、他の関
連科目と有機的に計画される必要性がある。多様化する
学生及び複雑化する社会に応じて栄養士養成の在り方も
変化することで今後求められる知識・技能や活動の場も
多様化するものと考えられる。学習指導要領や学習指導
案のような型を設けることは、教育の質を保証するため
に必要であり教育上の意義はあるが、一方では大学本来
の学術専門的色彩や多様化への対応力を失いかねない。
教育課程のなかには卒業研究があり、そのなかにおいて
はおよそ各教員の専門分野のなかでテーマを設け、卒業
研究を行っている。短期大学の２年間の修学期間では、
４年制大学のいわゆる「研究型」教育は十分とは言い難
いが、このなかでの教育内容の強化も十分可能と考えら
れる。
　教育方法には、大きく教育内容の展開法や教材活用法
が取り上げられる。教育内容「人体の構造と機能」にお
ける生化学上の基礎知識の理解は、これ以外に関連する
専門分野の内容理解を深める基礎的要素であり、また近
年の科学技術の進歩に伴って教材開発も進んでおり、生
体反応等の分子レベルの理解に向けた教育も容易になっ
てきている。そのため生化学の教育においては、実験を
効果的に活用した教育の強化により効果的な学習が期待
される。実験自体は、基本的には必要な技能を修得する
ことをねらいとするが、栄養士養成課程の生化学実験で
は、興味関心のレベルから個々の学習内容に対する考え
る力及び解決する力までを、具体的に教育上効果的な実
験を通して養うことが重要である。学生の実験に関する
興味関心は講義科目と比較して高い。実験自体が作業へ
の関心にのみとらわれないように実験の学習目標を、講
義内容を踏まえて展開を工夫する必要がある。

（今後の課題）
　先の事例に対する教育改善として教育強化を念頭に次
の具体的方策が考えられた。生化学における教育上の課
題としては、主に次の３つの検討事項が挙げられる。

①学生の学習レベルに対応する講義の方法論を継続的に
検討すること。

②教育内容に関して検討すること。西脇ら９）による学
生の入学から卒業に至る意識調査からは、就学期間を
通して栄養学全般、食品、食品衛生の知識の必要性や、
社会人基礎力の要素の必要性を強く感じている。栄養
学全般としては、「栄養学、食品、調理、臨床栄養」
などに学習の意義を見出している。生化学の知識は、
臨床栄養学の背景として捉えられており、学習意欲を
高める方策として臨床栄養などの意識が向けられる科
目との関連性を強化することなどを検討する。

③生化学実験を活用すること。生化学実験の教育内容自
体は、コアカリキュラムとしての提示はなく、各大学
の独自性に委ねられており教育内容の自由度は高い。
また生化学の教育内容は、分子レベルの構造と機能が
基盤要素として挙げられるため、実験を学習の場とし
て効果的に活用する点においても意義があり、また学
生の授業評価も比較的肯定的であることから、実験を
強化し、生化学教育内容を効果的に学習できるよう検
討することが比較的容易である。生化学実験で取り扱
われる内容について、いくつかの一般テキストを参
考 10 － 13）に実験の主な項目を整理し、次のように大別
した。

〔実験の基礎知識〕実験の意義等，実験ノート，レポー
ト，安全確保・管理，一般的器具類・試薬の取り扱い，
単位，濃度，数値の取り扱い．

〔実験の基本操作〕希釈法，pH（pHメーター），緩衝液，
容量分析（中和滴定），比色定量（分光光度計）．

〔生体成分に関する実験〕細胞分画，タンパク質実験（タ
ンパク質・酵素の分離（精製），カラムクロマトグラ
フィー，電気泳動法など），酵素実験，糖質の分離（精
製），脂質の分離，核酸の分離（精製），ＰＣＲ，定性
分析・定量分析（血糖、グリコーゲン、ケン化、コレ
ステロール、血中リン脂質、中性脂肪、タンパク質、
ＤＮＡ、ビタミン、ミネラルなど）

〔成分分析・検査その他〕血液検査，尿検査，動物実験（飼
育，解剖）

　これらの項目のうち、実験の基礎知識と基本操作は実
験に共通する教育内容となっている。この他の項目は、
各大学が独自性を活かしたかたちで内容を取り入れてい
るものと推察される。本学では、生体の機能及び分子基
盤的理解に向けた個々の成分分析のほか、酵素反応、細
胞小器官の機能、遺伝子操作の実験などによる次の３つ
の点からの教育強化が考えられる。
①酵素活性の実験の高度利用について：事例において採

り上げた実験内容に関して、阻害実験等を取り入れて
高度化を図る。

②酸素消費測定の導入：組織や細胞、細胞小器官に対し
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て酸素消費測定を取り入れ高度化を図る。
③遺伝子増幅実験の導入：核酸や遺伝情報の流れに対し

てＰＣＲ実験を取り入れ高度化を図る。
　授業評価の結果が示すように、学生の実験への関心は
高い。そのため実験機器・器具類の利用等の技能習得は
比較的容易である。実験は技能修得に加えて当該科目の
教育内容を補完するものでもあることから、講義との結
びつけは効果的学習に繋がるものと考える。
　学生のレディネスから考える場合、授業に対する学習
意欲や準備において理解の程度を十分に考慮しなければ
ならない。近年のグローバル化が進む知識基盤社会にお
いて、短期大学士としての学士レベル資質能力を備える
人材育成が求められている。近年の少子化社会は短期大
学に多様な学生を受け入れる結果をもたらしており、学
生の学習意欲や目的意識は概して希薄化の傾向にある。
このような状況のなか、社会が大学に求める能力の育成
に対しては「知識・理解」よりも「関心・意欲・態度」
を重視した対応を行っている。一般に社会が求める能力
育成においてはおよそ、知識・技能を重視した時代から
情報化の時代（情報活用）へ、そして今日の知恵の時代（思
考力・創造力）へと変遷していると言われるが、基本的
にはこれらの能力は積み上げられた構図をとるものと考
える。そのため「知識・理解」は「技能」と共に栄養士
養成の基礎的基本的な能力の一つであることを十分に理
解させる必要があると考える。コンピテンシーは概して、
行動・技能・知識の能力要素の基盤に「関心・意欲・態
度」等を置くことでピラミッドを形成する。そこで、教
養教育のなかで学習スキルや将来の専門職業人としての
意識の向上から、実際に展開する専門基礎科目の生化学
の学習意欲につなげるよう授業改善に努める必要がある
と考える。
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