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Ⅰ　研究の背景

　医学生物学の進歩は急速で，正確な知識の

伝達は困難なことが多い。さらに子どもの『理

科離れ』が指摘され，科学者と社会のチャ

ンネル構築の必要が叫ばれている (1)。また本

邦では 2008 年 4 月から診療科として認めら

れたが社会における病理診断学の認知度が低

く，その点からも，中高生に病理形態学を主

体とした病理学に関する体験学習を施行する

ことは，有意義であり，効果的と考えられる。

我々は 2001 年から子どもゆめ基金の助成を

受け 2001 年から 2006 年まで『ガンを自分

の目でのぞいてみよう』，2007 年に『病気を

自分の目でのぞいてみよう』および 2008 年

に『乳癌ってどんな病気』を実施した。すで

に『ガンを自分の目でのぞいてみよう』の内

容に関しては報告したが (2)，今回，カリキュ

ラムの変更と受講生の動向，行なった内容と

受講生の理解に関して受講生のポストアンケ

ートをもとに調査を行なったので，若干の考

察を加え報告する。

Ⅱ　対象と方法

1. 体験学習の内容

　これまで行なってきた病理体験学習の年表

と一日の時間割を表 1 に示した。8 年間に出
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席した中学生は，26 校の 38 名 ( 女子：21 名，

男子：17 名 )，高校生は，41 校の 121 名（女子：

113 名，男子：8 名）である。2001 年から

2003 年は『ガンを自分の目でのぞいてみよ

う』として，中，高校生とも免疫組織化学を

行う 2 日の同一カリキュラムで施行し 2004
年は中学生には免疫組織化学を廃止し，あら

たに HE 染色のみの 1 日コースを施行し，高

校生は従来の 2 日コースを行った。2005 年

に中学生コースは廃止し，中学生に施行して

いた 1 日コース，および従来の 2 日コース

を高校生に行った。2 日コースは 1-3 回目ま

では大腸癌の adenoma carcinoma sequence
を主題とし，4-6 回目は , 乳癌を主題とし，

HER2 蛋白，エストロジェン受容体の発現

の差を各々理解すること，1 日コースは肺癌

症例を用いて組織型の鑑別をそれぞれの教

育目標とした。2007 年度のみ 1 日のコース

として免疫組織化学と特殊染色でピロリ菌

(Helicobacter pylori) と胃がんの関係を学習す

るカリキュラムを 2 回実施した。2008 年度

は『乳癌ってどんな病気』として 2004 から

2006 年に実施した乳癌を主題にしたカリキ

ュラムを免疫組織化学の方法を従来の ABC
法からより感度が高く，時間の短縮の可能な

envision 法に変更したことで，日程を 1 日

に短縮することが可能となり，2 回実施する

こととした。
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2. アンケートの内容

　受講終了後に，ポストアンケートを実施し

た。アンケートの内容は ,(1) 全体の感想，

(2) 講義の難易度，(3) テキストの難易度，

(4) 染色作業の印象，(5) 次年度周囲にプロ

モーションの意思の有無，(6) 医学生物学系

への進路希望の有無，に関して，それぞれの

項目について，受講生に 5 段階で評価して

もらうとともに，簡単な意見，感想を記して

もらった。また，受講した生徒の大学進学時

に進路に関するアンケートを実施した。

Ⅲ　結果

1. ポストアンケートの結果

　ポストアンケートの結果を表 2 に示す。

全体的な感想について生徒は，通常の授業で

は体験できない実験を自ら行なえたこと，ま

た観察することのできない人体組織を観察し

えた事で，高い満足度を示し，特に免疫組織

化学でのマイクロピペット，本格的な生物用

光学顕微鏡の使用は医学生物学への興味を増

大させる体験として高い評価を得た。

　講義，テキストについての評価は，全体

的印象および染色作業の平均 4.5，4.7 に比べ

て，講義については 4，テキストは 4.2と低く，

例年難しすぎるとの指摘が多い。

2. 参加者の内訳

　参加者は圧倒的に女性が多く，医学部進学

者の多い中高一貫女子高に偏る傾向が認めら

れる。

3. 進路についてのアンケートの結果

　表 3 に示した大学進学時のアンケート調査

では，101 名のうち，30 名（30％）から回

答を得ている。医学部進学は国公立私立をあ

わせ 12 名，生物科学系 5 名であったが，文

科系に進学したまた希望の学生が 6 名いた。
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Ⅳ　考察

1. 他施設での同様の取り組みについて

　子どもゆめ基金の助成による医学生物学分

野の体験学習は 2002 年度に愛媛大学医学部

の『ミクロの世界への招待』，2003 年 3 月に

東京女子医科大学法医学教室で遺伝子解析の

体験学習が行われているが，連続しての催し

は行われていない。超形態学的検索，免疫組

織化学，遺伝子解析を行うには使用する試薬

等が高価であり，補助なしでは，実施は不可

能である。視覚教材を用いた講演などの多人

数に実施する方法もあるが，参加者が自身で

実験に参加する点で，その目標は異なり，体

験学習実施の為の公的私的基金などの金銭的

補助の存在は大きいと考えられる。

　高校生に対する病理学の体験学習としては

Science Partnership Program 事業による長

嶋らの実践があるが (3)，進路決定の一助とし

ての役割が大きく，我々の目的とはやや異な

るものの病理診断の重要性の理解を広めると

いう点では同一の目的を持った活動である。

また染色体験を含めた活動では小学生と保護

者向けに信州大学で『顕微鏡でヒトの体や病

気を見てみよう』がある。われわれの学習は

HE 染色作業および免疫組織化学を体験する

ことを主眼としており，参加者 2 名に指導者

1 名が必要であり，また実験室の制限から参

加人員 10 名に限られ，長嶋らの 110 名，信

州大学の 40名に比して小規模になっている。

　我々が行っている体験学習への参加者は

圧倒的に女性が多く，医学部進学者の多い中

高一貫女子高に偏る傾向が認められ，本学入

試を前提としての参加を否定できない。しか

し，大学進学時のアンケート調査では，文科

系に進学したまた希望の学生が 6 名（6%）お

り，医学部進学希望者の医学部見学，入試目

的でなく，医学に対する正しい認識また興味

を惹起させるという本来の意義は保持されて

いる。なお，1 回目の出席者 1 名は医学部進

学後 2006 年開催の第 95 回日本病理学会学

生セッションで病理学に関する発表を行って

おり，この体験学習が直接的動機となってい

るかは明かではないものの本学習が病理学へ

の興味の一助となったと考えている。

2. 体験学習の方法についての考察

　体験学習は，疾病及びそれに関連した

講義を行った後，実際の形態像を観察する

supervised learning法を用いて行なった (4)。

この方法は，欧米において悪性黒色腫の啓蒙

活動で広く使用され，疾病の理解を深める効

果が確認されている (5)。しかし，人体および

疾病に関する学習経験の浅い高校生では，実

際少人数のみに可能で，ディスカッション顕

微鏡の使用といった方法をとらざるを得ない

場合も多かった。

　初年度より 3 年間行なった正常大腸粘膜，

腺腫，癌におけるがん抑制遺伝子である p53
蛋白の発現，増殖性の指標である MIB-LI の
比較及び，それ以降に行なった乳癌でのがん

遺伝子の 1 つで薬剤選択の重要なマーカー

になる，エストロゲン受容体および HER2
の免疫組織学的発現の比較は図 1 で示すご

とく，結果の評価は細胞質が褐色に染色され

るか否かの判断のみであり，理解は比較的容

易であったが，肺がんの組織型の比較は組織

構築パターンを理解していない生徒には理解

が困難であった。HE 染色像のみで形態学的

鑑別診断を目的とした学習は，その達成目標
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は異なるものの，医学部における病理学実習

においても困難な科目であり，テキスト内の

写真と説明及び簡単ながんの講義を受けたと

はいえ，視覚による理解は基礎的な知識なし

では得られないことから，中高生には陽性，

陰性のみで判断が可能な免疫組織化学のほう

が理解しやすかったと考えられる（図１）。　

しかも，免疫組織化学が病理診断学に占める

重要性を加味すると，免疫組織化学を用いる

ことがより効果的と考えられる。

3. テキストおよび講義に関しての考察

　テキスト，講義に対する評価は実際の作業

の評価に比較して低く，難しすぎるとの指摘

が多い。テキストについては，毎年改訂を実

施し，専門用語をなるべく使用せず，図を多

くするなどして，現在はオールカラーで 75
ページのテキストを作成している。2008 年

度より使用するテキストを事前に郵送してい

る。この方法により，体験活動の内容を理解

することにわずかであるが，貢献していると

思われる。今後，PC で実際の顕微鏡画像を

観察することのできるヴァーチャルスライド

の添付などの改善を予定している。

　講義に関してはできるだけやさしい言葉で

と心がけているが，やはり内容的に難しくな

ることが多く，特に中学生では低学年の理解

は困難であり，中止した一因である。

　医師が小中高で授業を行うことが多くなっ

てきたが，内容の核心を教える事には困難が

多い。さらに親しみやすい内容にする必要が

ある。
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