シラバス
ナンバリングコード／科目番
号

0ATGA28/01EQ046

科目名

生化学特論

科目名（英語）

Topics in Biochemistry

授業形態

講義

標準履修年次

1 年次

実施学期・曜時限等

春 AB・月曜 1 限

使用教室

オンライン

単位数

1

担当教員名

福田綾、入江賢児、久武幸司、内田和彦、水野智亮、桝和子、塩見健輔

使用言語（☑してください）
ティーチングフェロー(TF)・
ティーチングアシスタント
(TA)

□日本語 ・ ☑英語 ・ □バイリンガル
なし
随時（メールで予定を確認のうえ、訪問すること）

オフィスアワー等
福田綾 fukudaa@md.tsukuba.ac.jp
汎用
学位プログラム・コンピテン
スとの関係

授業の到達目標
（学修成果）

専門

基礎知識の活用力

人体機能の分子メカニズムについて論じることができる。
Upon completion of this course, students will be able to discuss
molecular mechanisms involved in various human functions.

他の授業科目との関連

履修条件

なし

授業概要

DNA の複製、転写、翻訳および代謝、細胞周期、細胞シグナル伝達な
どの分子基盤について学習する。
This course aims to equip students with understanding the
molecular basis in various human functions.

キーワード

DNA、複製、転写、翻訳、代謝、細胞周期、シグナル伝達、がん

授業計画

授業はオンラインで行います。詳細については、後日、授業担当教員か
ら連絡します。
This course is conducted online. Details will be informed later.

（以下予定。Tentative schedule is shown below.）
第 1 回（4 月 27 日 1 限）福田綾 FUKUDA Aya
DNA, RNA, 核酸代謝、染色体、ゲノム

DNA, RNA, Nucleic acid metabolism, Chromosomes and Genomes
第 2 回（5 月 11 日 1 限）入江賢児 IRIE Kenji
DNA の複製、修復、組換え
DNA Replication, Repair, and Recombination
第 3 回（5 月 18 日 1 限）福田綾 FUKUDA Aya
転写と遺伝子発現調節
Transcription and Control of Gene Expression
第 4 回（5 月 25 日 1 限）久武幸司 HISATAKE Koji
翻訳の機構と調節
Translational Mechanisms and Regulations
第 5 回（6 月 1 日 1 限）塩見健輔 SHIOMI Kensuke
代謝 I（糖代謝）
Metabolism I (Glucose metabolism)
第 6 回（6 月 8 日 1 限）塩見健輔 SHIOMI Kensuke
代謝 II（TCA サイクル、電子伝達系）
Metabolism I (TCA cycle, electron transport system)
第 7 回（6 月 15 日 1 限）福田綾 FUKUDA Aya
代謝 III（脂質代謝）
Metabolism III (Lipid metabolism)
第 8 回（6 月 22 日 1 限）水野智亮 MIZUNO Tomoaki
細胞周期
The Cell Cycle
第 9 回（6 月 29 日 1 限）桝和子 MASU Kazuko
細胞内シグナル伝達
Intracellular signal transduction
第 10 回（7 月 6 日 1 限）内田和彦 UCHIDA Kazuhiko
細胞増殖とガン
Cell proliferation and cancer

学修時間の割り当て及び授業
外における学修方法

授業範囲を予習し、授業後には必ず復習すること。
All classes are conducted in lectures (100%).
Preparing for the range of classes and reviewing them after
class.

単位取得要件

7コマ以上の講義の視聴およびレポートの提出を単位取得要件とする。レ
ポートは講義内容および自主学習で得た関連事項などを各講義ごとにま
とめる。言語は英語、日本語どちらでも可。
Taking 7 lectures or more and submitting reports are requirements
for credits. The report summarizes the contents of each lecture
and related things learned by yourself. You can write the reports
in English or Japanese.

成績評価方法

レポートにより評価する。
Evaluated by the reports.

教材・参考文献・配付資料等

Molecular Biology of the Cell (Sixth edition)
Voet Biochemistry (4th Edition)

その他（受講生にのぞむこと
や受講上の注意点等）

