
「中高生のための
セッション(仮)」を
3月21日（水・祝）に

開催します！
参加費：無料、事前参加登録制
学校単位でも個人でも結構です

ぜひ来年の予定の確保をお願い致します

【プログラム案】

・講演＋交流会
再生医療の最先端知見を学んで色々と質問しよう

・ポスター発表＋討論
自分の研究を発表して最先端研究者と議論しよう

・学会見学ツアー
再生医療に関わる100社以上の多彩な企業を見てみよう

詳細決定次第、HPにご案内いたします
http://www2.convention.co.jp/17jsrm/



第 17 回日本再生医療学会総会 
「中高生のためのセッション」 開催概要 

 
第 17 回日本再生医療学会総会 
 会期：2018 年 3 月 21 日（水・祝）～23 日（金） 
  
 会場：パシフィコ横浜 会議センター 
 〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい 1-1-1 / 045-221-2155 
  
 会長：鄭 雄一 
 東京大学大学院 
 工学系研究科バイオエンジニアリング専攻 
 医学系研究科疾患生命工学センター 
 
 
 
 中高生のためのセッション 
 
1. 開催日時 

 2018 年 3 月 21 日（水・祝）10：00～16：00（予定） 
        【 10：00～12：00 はポスター張り出し時間 】 

 
2. 開催の主旨 

 我が国の中高生の理科教育の推進のため、本総会では、学生も参加できるセッションを企画し、 
 中高生の理化学分野の興味関心、探究心を促進させることを目的とする。 
 

3. 対象 
 原則は、高校生。但し、中学生の参加も可能です。 
 

4. 構成 
①. 講演＋交流会 【12：00-13：00（予定）】 

 再生医療の最先端知見を学んで色々と質問しよう 
 講演：出澤 真理（東北大学大学院医学系研究科細胞組織学分野 教授） 

②. ポスター発表＋討論 【13：00-14：00（予定）】 
 自分の研究を発表して最先端研究者と議論しよう 

③. 学会見学ツアー（企業展示のみ） 【14：00-15：00（予定）】 
 再生医療に関わる 100 社以上の多彩な企業を見てみよう 

※ 申込みは、３つ全てでも、１つだけでも可能です。 



5. 参加受付 
 参加費：無料 
 参加登録期間：2017 年 8 月 1 日（火）～2018 年 1 月 31 日（水） 
  

6. 「ポスター発表」 の内容 
①. 募集テーマ 

  「再生医療」分野における学会での発表となるため、 
  生物の範囲内で「再生」のキーワードに、広い意味でつながるもの 
  ※ 教科書 「生物基礎」、「生物」 における参考範囲は、別紙をご参照ください。 
 

②. 募集スケジュール 
1) 募集期間：2017 年 8 月 1 日（火） ～ 2017 年 11 月 16 日（金） 
2) 採否通知：2 月中旬 

 
7. 【参考】 第 15 回の様子 

   ＜ポスター発表＞    ＜交流会＞ 

        
 
 
 

【問合せ先】 第 17 回日本再生医療学会総会 運営事務局 
  日本コンベンションサービス株式会社 内 
  〒100-0013 東京都千代田区霞が関 1-4-2 大同生命霞が関ビル 14 階 
  TEL：03-3508-1214 / E-mail：17jsrm@convention.co.jp 
 
 

 

詳細決定次第、HP にご案内いたします 
http://www2.convention.co.jp/17jsrm/ 



「生物基礎」　新課程項目詳細

学習指導要領による規定

ア　生物の特徴

（ア） 生物の共通性と多様性 原核生物と真核生物の比較

（イ） 細胞とエネルギー 呼吸と光合成の概要、ＡＴＰの役割、酵素の作用、共生説

イ　遺伝子とその働き

（ア） 遺伝情報とＤＮＡ ＤＮＡの構造（リン酸、糖、塩基）、塩基の相補性、遺伝子とゲノムとの関係

（イ） 遺伝情報の分配 細胞周期

（ウ） 遺伝情報とタンパク質の合成 転写・翻訳の概要、タンパク質の重要性、個体の部位に応じての遺伝子発現

ウ　探究活動 植物体の顕微鏡観察

ア　生物の体内環境

（ア） 体内環境 体液の成分とその濃度調節、腎臓・肝臓の働き、血液凝固

（イ） 体内環境の維持の仕組み ホルモンと自律神経、血糖量調節、糖尿病

（ウ） 免疫 免疫にかかわる細胞の働き、抗原抗体反応、拒絶反応、予防接種や血清療法、花粉症、エイズ

イ　探究活動 溶血現象の観察

ア　植生の多様性と分布

（ア） 植生と遷移 植生の成り立ち、遷移

（イ） 気候とバイオーム 気温と降水量に対する適応

イ　生態系とその保全

（ア） 生態系と物質循環 物質循環(窒素の循環も扱う)とエネルギーの移動

（イ） 生態系のバランスと保全 外来生物の移入、森林の乱伐による影響

ウ　探究活動 外来魚の生態、移入前後の在来魚の調査
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（１） 生物と遺伝子

項目

（２） 生物の体内環境の維持

（３） 生物の多様性と生態系



「生物」　新課程項目詳細
学習指導要領による規定

ア　細胞と分子

（ア） 生体物質と細胞 細胞の内部構造(細胞骨格にも触れる)、生体膜

（イ） 生命現象とタンパク質 タンパク質の立体構造、物質輸送、情報伝達などに関わるタンパク質、酵素の働き

イ　代謝

（ア） 呼吸 呼吸の仕組み、発酵、解糖

（イ） 光合成 光合成の仕組み、細菌の光合成、化学合成

（ウ） 窒素同化 窒素同化の概要

ウ　遺伝情報の発現

（ア） 遺伝情報とその発現 ＤＮＡの複製、転写、スプライシング、翻訳

（イ） 遺伝子の発現調節 転写レベルの調節、細胞の分化

（ウ） バイオテクノロジー ＰＣＲ法、制限酵素、ベクター

エ　探究活動 酵素の性質、競争的阻害

ア　有性生殖

（ア） 減数分裂と受精 減数分裂の意義、独立の法則、性染色体

（イ） 遺伝子と染色体 連鎖と組換え

イ　動物の発生

（ア）配偶子形成と受精 配偶子形成と受精

（イ）初期発生の過程 卵割から神経胚までの過程、胚の前後軸の決定

（ウ）細胞の分化と形態形成 誘導現象、誘導の連鎖、ホメオティック遺伝子

ウ　植物の発生

（ア） 配偶子形成と受精、胚発生 被子植物を中心に扱う

（イ） 植物の器官の分化 ＡＢＣモデル

エ　探究活動 花粉管の伸長の仕組み

ア　動物の反応と行動

（ア） 刺激の受容と反応 眼・耳の刺激の受容の仕組み、筋肉の収縮の仕組み、神経に興奮が発生して伝えられる仕組み

（イ） 動物の行動 夜行性動物の音を手掛かりにした移動、天体の位置関係や地磁気を手掛かりにした鳥や昆虫の移動、学習に基づく鳥のさえずり

イ　植物の環境応答

（ア） 植物の環境応答 植物ホルモン、光受容体（フィトクロム）

ウ　探究活動 カイコガの性フェロモン

ア　個体群と生物群集

（ア） 個体群 個体群内、個体群間の相互作用、つがい関係、血縁関係

（イ） 生物群集 生態的地位、多様な種が共存する仕組み

イ　生態系

（ア） 生態系の物質生産 物質生産、エネルギー効率

（イ） 生態系と生物多様性 生物多様性に影響を与える要因（生態系の攪乱、外来生物の移入）

ウ　探究活動 播種密度と総重量

ア　生物の進化の仕組み　

（ア） 生命の起源と生物の変遷 生命の誕生、海の形成・大気組成の変化・生物の陸上進出・大量絶滅、ヒトの進化

（イ） 進化の仕組み 突然変異・自然選択・遺伝的浮動、適応と分子進化、適応放散、染色体の倍数化・異数化

イ　生物の系統

（ア） 生物の系統 ドメイン、高次の分類群

ウ　探究活動 光合成色素の種類を基にした植物の系統関係
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（５） 生物の進化と系統

項目

（１） 生命現象と物質

（２） 生殖と発生

（３） 生物の環境応答

（４） 生態と環境


