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昭和大学学長補佐、
医学部卒後臨床研修
センター長、教授

おかざき ひとあき

岡崎 仁昭

自治医科大学医
学部医学教育セ
ンター長、教授

医療はわれわれの生活や社会と密接

どのように行われているのか、医学教育の

そういう中で、現在の医学教育が実際に

間という比較的長期間にわたります。

とが挙げられます。また、卒前教育が６年

卒前教育と卒後の教育がつながっているこ

卒業後も同じ領域で学び続ける。すなわち、

時から学生の将来がある程度決まっており、

医学部における教育の特徴として、入学

ます。

が、一方で、変えてはいけない部分もあり

それに合わせて変化しなくてはなりません

す。従って、医師の養成を担う医学教育も、

な関わりを持ち、刻々と変化し続けていま

吉岡

卒業後も同じ領域で学び続ける

入学時から将来が決まっており、

「医師」を育てるとは― 医学部教育の現在

高木 康
たか ぎ
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たかまつ けん

高松 研

関係者以外にもご理解いただける形で議論

本日は、医学教育を構成する研究と臨床

を進めたいと思います。

という両輪の中でも、特に臨床教育に力を

入れている大学からお集まりいただきまし

た。各大学の建学の理念に基づく教育内容

の特徴や変化などについてお話しいただき
ます。

コアカリキュラムや共用試験により

医学教育が大きく変化

これからのお話は、教育における三つの

カリキュラムといわれる「フォーマルカリ

キュラム」
「インフォーマルカリキュラム」

いきたいと考えています。

「ヒドゥンカリキュラム」を軸にして進めて

まずフォーマル即ち公式に教育として考

え、計画し、実践しようとしている教育に

ついて伺います。それぞれの大学の教育の

方向性や具体的な内容、変化などについて

ご紹介ください。

自治医科大学は１９７２年（昭和

年）
、全国の都道府県の共同により設立され

岡崎

ました。その医学部の使命は「地域医療を
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東邦大学医学部長、
教授
司会

よしおか としまさ

吉岡 俊 正

東京女子医科大学
理事長、学長

担う総合医の育成」と非常に明確です。各
・

まる前に一定の知識を身に付け、それによっ

知識に関しては、４年次の臨床実習が始

て中身の濃い実習を行って卒業するという

年で大きく変わったのがコアカリキュ

ラムの導入と共用試験の実施だと思います。

の
昭和大学も、この流れに沿って教育改革を

３名が選抜されて入

学します。卒業後、都道府県の知事が指定

都道府県から毎年２

ようになっています。前よりも早い時点で、

験すれば合格できたように思います。とこ

試験も、普通に授業を受けて臨床実習を経

思います。昔は共用試験はなく、医師国家

以前と比べると、今の医学生は大変だと

のモットーであり、カリキュラムもそれに

められていますが、これはまさにわれわれ

り、臨床を重視した医師の育成が大学に求

いています。初期臨床研修制度の導入によ

研究よりも、優れた医師の育成に重点を置

臨床医の育成を建学の理念に掲げており、

に、今の日本の医学教育が向かっている方

できる人材を育ててきました。これは同時

技術をベースにして、心のこもった医療が

をミッションに掲げており、確かな知識や

あたりが大きな変革だと感じます。

なり、かつ技能も求められる。こういった

ある程度の知識レベルが求められるように

ろが、今は学生に相当の負荷がかかってい

沿ったものになっています。

本学は相手の立場に立った医療ができる

進めています。

カリキュラ

・

・

当たる「チーム医療」に力を入れた教育を

のいろいろな専門職が力を合わせて医療に

ましたので、教育の効率化を図らなければ

一定の知識レベルが求められるようになり

具体的には、従来よりも２年早い段階で

向でもあると思います。

医学分野では要求される知識量が増えて

療学部の四つを併設していますので、医療

東邦大学は人間愛に満ちた臨床医の育成

ム（以後、コアカリキュラム）の導入と共
用試験の実施、医師国家試験の難易度の上

いるため、本学ではコアとなる内容を段階

１年次から始めているというのが、この

・

技能が求められるようになった

に、統一的なものが求められます。そこで

アクティブラーニングということになるの

ですが、アクティブといいながら「この内

容をこの期間内に効率的に学びなさい」と

わってきているといった問題点もあるよう

知識

いけない。また、教育の質を担保するため

的に繰り返し教えるという考え方に基づい

年くらいの特徴です。

本学には学生を医師として育成し地元に
お返しするという使命があり、それを十分

高松

い う よ う な、「与 え る カ リ キ ュ ラ ム」 に 変
やはり知識重視から、卒業時点の技能がよ

年というスパンで考えると、

あって、共用試験や医師国家試験合格率も

に感じます。

この

非常に高くなっています。

り求められるようになってきたと思います。

10

高木 岡崎先生がおっしゃったように、こ

に意識しながら教育に当たっていることも

以前よりも早い時期に、ある程度の

たカリキュラムを設定しています。

昇による影響があります。

本学は医学部、歯学部、薬学部、保健医

ます。医学教育モデル コア

事で入学金、授業料が免除になります。

する公立病院や診療所に一定期間勤務する

10

10
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本年から、カリキュラムを変更しました。
は、３年次の修了時に共用試験を受験する

約

本学はストレートに卒業する学生の割合が

・

めに、１～３年次のカリキュラムを変更し

３年次で基礎臨床系の講義、

％ですが、より１００％に近づけるた

という点です。１年次の後半から基礎医学
を学び、２

ました。段階的な導入教育を重視し、コア

％の

学ばなければならない必修事項に対しては

診断学をすべて修了し、３年次に共用試験。

となる内容を繰り返し学ぶ。しかも、全寮

最小限のレベルに抑え、全体の ～
時間を自由に多様性を持って能動的に取り

週という

95

そして、４～６年次には最大で

30

組めるカリキュラムに移行しました。詳し

20

くは後ほどご紹介します。

院内だけではなく地域の医療機関における

長い臨床実習を行っています。大学附属病

ストレート進級率が向上し、今の４年生は

て学ぶ「協勉」を推進しました。その結果、

制という特徴を生かし、グループで協力し

・

ラムも５年前に変えました。物理、化学、

ティブラーニングにも力を入れ、６年前に

徹 底 的 に 行 う 一 方 で、 優 秀 な 学 生 の ア ク

成績が下位の学生のボトムアップ教育を

３年生も

生物という基礎科目を統合して「理科総合」

フリーコース

います。

％以上となって

実習を増やしている点が非常に大事なとこ

以上のスパンでどのように変化してきたか
ろです。

医師としての基本的な能力全体を教育する

という科目を設け、本当にコアな内容だけ

また、１年次における基礎教育のカリキュ

を伺いましたが、医師として必要な知識だ

という方向に変わってきたと思います。

に絞り、講義や演習、実習を行います。演

共通の総合判定試験成績優秀者で臨床実習

しました。これは、５

・

６年次に行われる

名程度について、

ｄｌｅなどのＥラーニングシステムを使っ

科総合科目では、ＩＣＴを活用し、Ｍｏｏ

グループ学習を勧めています。１年次の理

制度です。

業試験はすべて免除されるという画期的な

せるというものです。この期間の授業と卒

臨床でも基礎医学でも自由に約半年間学ば

での評価が高い６年生

スチューデント制度を導入

・

地域の拠点病院における臨床実習が増加

５年前にカリキュラムを変更して

習には多くの臨床教員も参加し、学生のモ

吉岡 医学教育に求められるものが変わる
のに対応して、各大学では独自の教育を行っ
それと、全ての医学部で学ぶべき内容を

てグループで予習復習をさせるといった取

ています。
まとめたコアカリキュラム、この二つが現

近、全国の医学部で留年者が増えています。

このあとで話題になると思いますが、最

ムアップとアクティブラーニング両面を取

医師国家試験に合格しています。このボト

もちろん、フリーコースの学生は全員、

在の医学教育の柱だと思います。その具体

10
り組みも進めています。

また本学は全寮制です。６年間を通じて

チベーションアップにつなげています。

けではなく、技能や態度といった一人前の

１００％、２

吉岡 医学教育が、この 年あるいはそれ

80

的な内容や各大学の特徴、目的などをご紹
介いただけますでしょうか。
岡崎 自治医科大学のカリキュラムの特徴
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10

ます。しかも、基本的には１部屋に各学部

吉岡 自治医科大学はもともと地域医療の

の特徴です。

り入れている点が、本学の教育プログラム

カ月増やしました。これによって、初期臨

研修を行う予定の拠点病院での実習を約１

めとして、卒後に出身都道府県で初期臨床

そこで、６年生の最後に臨床実習の総まと

とは、マンパワーの問題もあって難しい。

アルのファシリテーターとして各グループ

の教員がおりますので、ＰＢＬチュートリ

学年で実施して効果を上げています。

：課題基盤型学習）チュートリアルを２
ing
００７年度という早い時期に取り入れ、各

高木 康氏

実習に力を入れておられますが、さらに増

床研修へのスムーズな移行も図れます。ま

岡崎 仁昭氏

から１人ずつ、計４人が１年間の共同生活

をします。

これは、態度教育とかコミュニケーショ

ン能力の育成などに大いに貢献していると

考えています。同室となった４人でしっか

りコミュニケーションを取る、そういう基

本的なことを１年生で勉強してもらおうと

やしたのはどういう理由からでしょうか。

た、地域の拠点病院における実習を増やす

を支援できます。５年次には４学部の学生

思っています。

岡崎 地域での臨床実習の場は診療所や地

が一つの学生の医療チームを構成して学部

題を発見して解決するＰＢＬチュートリア

このように知識教育では学生が自分で問

えます。

チュートリアルを前もって行い、実習に備

この臨床実習に関連したシナリオのＰＢＬ

本学には四つの病院があり、そこに多く

Problem Based Learn-

域の拠点病院、病床数が１００床程度の一

に当たっては、学習の質保証も十分考慮し

連携の臨床実習を行いますが、４年次には

ま た、 Ｐ Ｂ Ｌ（

般病院があります。本学では、そういった

）を実施
Faculty Development
しています。
学部を超えたグループワークで

て、ＦＤ（

Community

全ての場で臨床実習を経験させたいという
のが狙いでした。
診 療 所 に お け る Ｃ Ｂ Ｌ（

チーム医療を身に付ける
高木

昭和大学では、１年生四学部６００

次における選択必修実習となっていました。

人全員が富士吉田キャンパスで寮生活をし

：地域医療実習）は以前か
Based Learning
ら実施しており、一般の病院の実習も５年

一方、大学附属病院内での実習を増やすこ

18
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思います。これがうまくいっている理由は

育するというのは意外に難しい面もあると

知られていますが、実際に学部を超えて教

吉岡 昭和大学といえばチーム医療がよく

どが挙げられます。

れから今ご説明した学部連携の取り組みな

４学部生が一緒に営む１年間の寮生活、そ

なくないと思います。本学もトップダウン

は、トップダウンで物事が進むケースが少

高木

吉岡

おっしゃるとおりです。私立大学で

築は、難しかったのではないでしょうか。

学部を超えた教員のネットワーク構

う点に大きな効果があるように感じます。

く、グループワークでもよく目が届くとい

学部が四つあるため、多職種の教員数が多

本学は医学部だけではなく、医療関係の

などは医療の現場でもきちんと行われなけ

吉岡

と思います。

リットもあって、非常にいいのではないか

然な形で他学部の知識が身に付くというメ

診療を実際に見られるといったように、自

るので、普段は見る機会の少ない口腔ケア

くれる。また、歯学部の教員も参加してい

ないかもしれない」といった意見を出して

「今この薬を処方されているが、あまりよく

症状なので、この薬がいいのではないか」

クで薬学部の学生が「この患者はこういう

何でしょうか。

で始まりましたが、始めてみると次第に効

当する教員も参加しています。

高木 やはり、１年次の寮生活で学部間の

果が出てきて、各学部学生が学部を超えて

ルを重視した教育を、態度教育では、まず

壁が取り払われているという学習環境があ

ればいけませんが、それが教育の中で身に

東邦大学の今年からのカリキュラム

階建て構造としています。

準備教育一体型とし、臨床を独立させた２

本学では基礎と準備教育を合わせた基礎

に共用試験を受ける形にしました。

は自治医科大学に比較的近く、３年次の末

高松

自らアクションを起こさせる仕組み

自由を与える代わりに、

す。

付くというのはとてもいいことだと思いま

そのような薬剤師からのアドバイス

ると思います。学部連携のＰＢＬチュート

助け合うようになりました。

吉岡 俊正氏

だあまり詳しくありませんが、グループワー

例えば医学部の学生は、薬についてはま

リアルも１年次から始めており、担当の教
員が非常にアクティブに関わっています。

高松 研氏

そしてそこには、専門課程の基礎教育を担

座談会

大学時報 2016.7

19

体系ができあがると期待しています。

これらが整ってくれば、より充実した教育

・

リーに使う学生もいれば、４年次までかか

ラムを開発しようとしているところです。

る学生もいると思います。自由を与える代

２年次に仕上げて、あとは本当にフ

るいは解剖などの領域と一体型とし、１年

１

次の最初から学びます。受験の際に生物と

わりに自分で何か能動的にアクションを起

物理、化学、生物は、生理、生化学、あ

物理の片方だけを選択した学生が多いため、

こしなさいという意図で始めました。

知識を組み立てるのが難しいのではないか

り少しは授業がないと診療科間の総合的な

る様子がよく分かりました。

していらっしゃって、それぞれに特徴があ

吉岡

ＩＲも含めた準備作業が進行中

認証評価制度の受審に向けて

基本的にはゼロベースで始め、リメディア
人文社会科学系の科目は、大学設置基準

という理由から、４年次では週３日の実習

４年次から臨床実習に入りますが、やは

の大綱化以降、 年以上の間、選択科目と

を基本とし、残りの２日間を総合臨床講義

ルとして補習も行います。

してきましたが、今回、社会学や倫理学、

三つの大学がそれぞれ非常に工夫を

法学、心理学といった基本的なところを必

に当てています。

挙げられます。この全人的医療人教育は１

な人間形成を目指す全人的医療人教育」が

本学の人間性教育の特徴として、
「多面的

グラムです。これまでも５年次の臨床実習

それぞれカンファレンスをするというプロ

のケースに対して医学部と薬学部の学生が

れています。これは薬学部と合同で、一つ

すが、実習のブロックごとに臨床講義を入

５年次から診療参加型の実習が始まりま

予定です。教務委員会の中に認証評価の委

岡崎

準備状況はいかがでしょうか。

なっています。この認証評価制度に対する

形がきちんと整備されていることが基準に

た。各大学の個性を認めつつ、医学教育の

て分野別の認証評価制度がスタートしまし

その質保証の一環として、薬学教育に続い

いくことが医学部全体に求められており、

一方で、ある水準を保って医師を育てて

修として、医学知識の学びと並行させるよ

年次から臨床実習に入るまで継続します。

で 既 に 導 入 し て お り、 成 果 も 出 て い る の

うに改めました。

また、基本的に、授業時間を週５日間の

で、新カリキュラムで全面的に導入を目指

に使って、４年次までに何らかの論文を仕

員会を新設して、この４月から作業が始まっ

せんが、情報センターの中にＩＲ（

ています。教育プログラムの大枠は変えま
な多面的な展開がなかなか難しいのですが、

臨床実習の実習先は自治医科大学のよう
千葉県と共同で、地域の中核病院で最低１

Institu-

理想ですが、メンターに指導を受けて総論

カ月、できれば２カ月の実習を行うプログ

の形で取りまとめた論文でも可とし、必修
にしています。

）部門を設置しました。在
tional Research
学中および卒後のいろいろなデータを収集

属して実験などを行ったオリジナル論文が

します。

自治医科大学は来年の冬に受審する

うちの ％以下に抑え、残りの時間を自由

20

上げさせることとしています。研究室に所

80
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してプログラムの改善に役立てようとする
始めたところです。

外部評価を受けることは

高松

自らの教育を見直す機会でもある

格的に実施しようと思っています。実は、

ムをスタートしました。カリキュラムが完

その中で、卒業生のアンケート調査を本

また、臨床実習の評価法を見直しました。

本年に試みたのですが、回収率がわずか二

ものです。
基本的には、知識だけではなく、授業の態

従来、臨床実習は各診療科任せの面があ

た。二十数％の回収率が良かったか、できる

師になったばかりの卒業生を対象としまし

かったのですが、卒業直後の研修医や薬剤

学の教育のコアになる部分について知りた

チーム医療教育はどうだったかという本

および卒業時に、カリキュラムがどうだっ

調に進んでおり、２年次と４年次の修了時

ています。

を準備し、２０２０年に受審したいと思っ

まうので、予定としては２０１９年に書類

成してから受審すると最終期限になってし

東邦大学は今年度から新カリキュラ

度を含めた評価をＭｏｏｄｌｅ上で始めて
十数％でした。

りましたが、大学として一定のレベルをク

たかを、科目評価も含めて実施しています。

います。その際、各診療科の到達目標もき

リアさせたいということと、態度評価も含

評価については本学も、特に臨床実習に

だけの改善を行う方向で検討をしています。

総合試験の際にアンケートを集めているの

ちんと設定しています。

めて、Ｍｏｏｄｌｅを利用してルーブリッ

対してポートフォリオ形式によるルーブ

新カリキュラムが完了する２０１８年度に

０１７年度に受審する予定でしたが、この

が現在４年次まで進んでいます。当初、２

高木 昭和大学では、新しいカリキュラム

組みを構築する予定です。

の結果からプログラムの改善に役立てる仕

業生に対するアンケート調査を実施し、そ

を設ける予定です。さらに卒業時および卒

クの先生や地域住民の方々に評価をしてい

どのくらい診療が進歩したか、そのクリニッ

講義や臨床実習を経て、３年次の頃よりも

年次と同じ診療所で実習を行います。臨床

と外科と産婦人科が終了する時点で再び３

年次の臨床実習がちょうど終わる頃、内科

学習）として実施しています。そして、５

アーリーエクスポージャー（早期臨床体験

また、地域医療における実習を３年次の

によってはいろいろな提案をしてくるとこ

おりますが、大変苦慮しています。診療科

はポートフォリオ形式を導入しようとして

臨床実習センターを作り、システムとして

今、一番の悩みは臨床実習の評価です。

いう形で実施するか検討中です。

を得るところまで至っていないため、どう

思っていますが、まだ学内のコンセンサス

ついては２年次終了の時点で行いたいと

で、回収率はほぼ１００％です。研修医に

プログラムのアンケート調査は比較的順

ク方式で何段階かでの評価をするようにし

リック評価を始めました。

受審することにしました。本学もＩＲ室を

ただいています。

また、プログラム自体の評価を行う組織

ました。

設けて、改善のための調査やデータ収集を

座談会
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ろもあるので、それをいかに学部全体に統

年度）まで増やされ、自治医科大学でも定

名増えました。全国的に仮進級者や

員が

一般的な学習の評価に関するＩＲについ

一していくかが課題です。

留年生が増加しているのは残念なことです。

・

というところがあったと思います。しかし、

診療科任せ

まだ情報収集にまでは至っておらず、カリ

膨大な知識を学生に教えようと思っても、

従来、医学の教育は各講座

キュラムの進行に伴って少しずつ整備して

0

学生はなかなか全てを咀嚼できない。そう

0

して、いったん一つの科目を落とすと雪だ

学生を直接指導して感じることは、従来

0

いくこととしています。

るま式に落としてしまって留年するという

の留年者は勉強以外にやりたいことがあっ

0

吉岡 受審のための評価ではなく、継続的

学生が散見されます。

外部評価を受けることが自らの教育を見直

0

な教育改善のための評価ということが本来

すいい機会になるというのが皆さんの感触

て、そのために勉強時間が足りないという

ケースが多かったと思います。しかし最近

学んでいると考えているカリキュラムだと

マルというのは大学や医療機関が、学生が

ラムへ話題を移したいと思います。フォー

吉岡 それでは、インフォーマルカリキュ

岡崎

お感じになっていらっしゃいますか。

変わっていると思います。普段どのように

という要素などもあって、学ぶ場や機会も

ＣＴの発展によって学び方が変わってきた

びます。学生の特性が変わってきたり、Ｉ

ぶ機会をインフォーマルカリキュラムと呼

岡崎

ませんね。

な状況で大丈夫かなと心配になるかもしれ

吉岡

かもしれません。

ます。勉強の仕方から教える必要があるの

ことができない学生が増えたような気がし

のが難しい。自分で問題点を見つけて学ぶ

は、真面目に勉強しているのについて行く

いえるかと思いますが、実際に学生は、わ

まで全国の医学部の定員は７６２５名に抑

以前に調査したのですが、医学部の

一般の方からすると、医学部がそん

れわれが期待しているようには学んでいな

年前と比べると、

30

地域医療の充実を図るために、それ

かったりするわけです。

入試における偏差値を

実際に学ぶ場所あるいは学生が本当に学

制されていたものが、
９２６２名（２０１６

留年や科目を落とす学生が増加

全国の医学部の定員増に伴って

ではないかと思います。

0

の目的だと思いますが、やはりそういった

ては、ＩＲ部門の担当者が決まりましたが、

23
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ころが、私立大学の医学部は非常に上がっ

国公立大学はあまり変わっていません。と

た学生も増えています。しかし、実際の診

差値が高くなって、受験テクニックに優れ

選択式の問題はよくできます。医学部の偏

に思います。今の学生は、センター入試の

と聞いてきます。正解がないものを学ぶと

ればいいんですか」
「その答えは何ですか」

よく言われます。本学の学生も「何を覚え

高松

平均すると を超えていると思います。一

す。①心筋梗塞 ②狭心症 ③大動脈解離」

で答えを探していく、あるいは答えを作っ

しゃったように答えがないところから自分

方では少子化で受験生が減り、逆に入学定

と紙に書いて持って受診するわけではあり

学では基本的な内容を繰り返し段階的に教

と思います。こういった事情を考えて、本

教育方法を変えないと、たぶん解決しない

われわれ教える側の責任もあるでしょう。

ましたが、これは学生だけの問題ではなく、

以前はゆとり教育等が原因としていわれ

えているのではないかと思います。これを

くんでしょうか」となってしまう学生が増

ため、レールがなくなると「私はどこへ行

自分で問題を見つけて学ぶことができない

われ教員の怠慢もあったかもしれませんが、

いるだけのようにも見えます。これはわれ

が、大学が敷いたレールの上をただ歩いて

学生は一生懸命に勉強をしているのです

で大事なポイントを自分で探さなくても、

いといけないのでしょう。今は、本を読ん

岡崎

それをどうしたらいいのか悩んでいます。

学びが乖離しているような気がしており、

考えることができない。何と言いますか、

にギャップがあって、覚えるのは得意でも

ていくという作業が必要です。しかしそこ

医療系の学びは、先ほど高木先生がおっ

員が増えた結果、学習困難な学生もある一
ません。

えるようにして、それで何とか全員がキャッ

みんな教えてくれる。医学でも試験対策用

訪れる学生が、最近増えています。これは、

理センターがありますが、精神的な悩みで

また、本学には看護師が常駐する保健管

んが「私の疾患は次の三択のどれかです。

ている気がします。

んで、どこが大事か自分で探す学生は減っ

ばかり勉強している。標準的な教科書を読

おそらく、勉強の仕方を変えさせな

チアップできる体制ができつつあるという

解決する目的でＰＢＬチュートリアルを導

の参考書がたくさん出ていて、学生はそれ

他の医療系の大学も同様だと思います。

作っていく作業が必要
高木 岡崎先生がおっしゃったことに加え

吉岡

高木先生がおっしゃったように、患者さ

て、 入 学 試 験 も 関 係 が あ る の で は な い で

①心筋梗塞 ②狭心症 ③大動脈解離」と書

そういう学生の存在も前提にして、

しょうか。偏差値が上がったといっても、

教育をしなくてはいけないわけですね。

医療系の学びは、自分で答えを

のが現状です。

入してはいますが。

思います。

定の割合で認められるというのが事実だと

最近は、大学生が生徒化していると

ていて、たぶん ポイントくらい上昇し、

療の患者さんが「私の疾患は、次の三択で

いうことができなくなっているのです。

10

真の学力が上がったのかどうか、私は疑問

座談会
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65

まります。ですから、本学では、書かせて

いて持って来るわけではなく、ゼロから始
図書館にこもって勉強ばかりしている学生

目指しています。実習を真面目にしないで

強するだけでは合格できないような試験を

都道府県における面接試験があります。二

の一次試験（ペーパー試験）のあとに、各

徴があるでしょう。自治医科大学は、独自

岡崎

入試の形式に関しては、各大学で特

声に出させる、発言させるといった教育を

次試験は栃木県の大学キャンパスで集団面

接と個人面接、および小論文を実施して総

が有利になるような評価法では、駄目でしょ
真摯に取り組んでいる学生が有利になるよ

合的に合否判定しています。

う。知識偏重ではなく、臨床実習や研修に
うな試験にしたいと考えて、いろいろな改

しないと、たぶん選択問題ばかりが得意な
た勉強の仕方を含めて教育しないと、なか

革を続けているところです。

ままで終わってしまうでしょう。そういっ
なか解決しないような気がします。

は何でしょうか」
。私は、
「カリキュラムプ

で必ず聞かれるのが「この問題の模範解答

象にワークショップを行うのですが、そこ

を得ないので、そういった方向へ誘導する

えれば学生もそれに対応した勉強をせざる

いく必要があります。結局は、評価法を変

に留まっており、評価法を抜本的に変えて

今の医師国家試験は、知識レベルの評価

のがベストなのかを知りたいわけです。

達成するにはどういった学生を入学させる

門で集約することによって、大学の使命を

践している卒業生の在学時の成績をＩＲ部

話が出ましたが、臨床医としてきちんと実

ションが主になっています。先ほどＩＲの

例えば面接試験では、ネガティブセレク

高木 卒業して 年目くらいの指導医を対

ランニングをしていただくのですから、そ

ことが大切だと思います。

今回ＩＲ部門をスタートさせるに当たっ

ては、例えば留年者や医師国家試験不合格

答は一つではない」と言わなくてはいけな

はなく君の解答

来は医師となる素養をきちんと持っている

ているわけです。単に学力だけでなく、将

いわれるように、各大学は志願者を選抜し

吉岡

岡崎

よい選抜ができるだろうということですね。

ンス、できれば卒後の情報も分かれば、より

吉岡

ています。

統計を取ることを今年度中にやろうと思っ

・

いのでしょう。

か、大学の理念に合っているかも含めて入

者の入学時の状況などを徹底的に分析し、

吉岡 国家試験や専門医の試験はどうなの

学者を選んでいるはずです。しかし、実際

どういう入試方法がいいのか

でしょうか。

強化するのが安全かもしれないと考えてい

少子化とはいえ、医学部は狭き門と

岡崎 私は日本内科学会で資格認定試験の

はまだまだ課題があるように思います。

本学ではネガティブセレクションを

受験生の情報と入学後のパフォーマ

委員長を務めていますが、試験対策本で勉

考えが必要なのです。解

大学のミッションを達成するには

れはあなた方が考えることであって、私の

れわれがもう少し大きな声で「模範解答で

指導医レベルがそういう考えなので、わ

るのですが。

ほうからは申し上げられない」とお答えす

10
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ます。ただ、大学によっては、その特徴を
二次試験の小論文

・

面接からなります。や

本学でも調べましたが、基本的には入試の

・

夫を重ねてきました。以前は、一人の受験

評価者の問題についても、いろいろな工

うな気がするのですが。

データを詳細に解析すれば、何か分かりそ

遅いのであって、入試の時点で知りたい。

学生が多いような気がしますが、それでは

面接の配

者にＡ評価を付ける先生とＤ評価を付ける

高木

最近、ある大学での調査によると、１年

次の成績と卒業時の成績が、ほぼ相関して

点数と卒業時の成績は相関しません。

トップになれるくらい、小論文

いたそうです。確かに１年次前半の成績で

Multiple Mini はりネガティブセレクションですが、筆記
試験が最下位でも小論文と面接が良ければ

）などのポジティブセレクション
Interview
を入試に取り入れる場合もあるだろうし、

点を高く設定しています。これが二つ目の

だいたい決まって、そのまま卒業まで行く

生 か す た め に Ｍ Ｍ Ｉ（

それぞれ違っていていいと思います。
工夫です。

先生がいるケースもありましたが、最近は

次の試験で下位だった

入学時の成績と卒業時の成績には

高木 昭和大学は入学試験を３回行ってお

ＡとＢあるいはＣとＢといったようにほぼ

ほとんど相関関係が見られない

り、まず選抜１期の入試で 名を採ります。

同じ評価になってきました。

番以内から

名は、そこからな

本学でもそれを調べたところ、１年

この入試では他の私立医大と同様に数学、

かなか脱出できません。下位

・

・

期の入試で 名と、いろいろな入試形態で

名を採ります。最後に、３月初旬に選抜２

ウトしない学生を入試で採れるのか、それ

かもしれませんが、どうしたらドロップア

一つにはわれわれ教員の努力不足があるの

のに途中でドロップアウトする学生がいる。

ます。例えば、入学時はとても成績がいい

がほとんど見られないので非常に困ってい

高松

どうしても下位の学生は存在します。

難しいでしょう。また、相対評価であれば、

吉岡

にいい学生を採れるのか。

んどです。これをどのようにすれば、本当

残りは６年次まで下位のままの学年がほと

上昇するのはせいぜい７

８名くらいで、

センター入試では、全国を六つに分けて

を知りたいですね。

い採って、あとは一般入試が１回だけです。

ただ、入学時と卒業時の成績に相関関係

英語と理科２科目です。次に、センター入
公民を含めた５

各エリアから二人ずつ採るという工夫をし

岡崎

単一試験なので、入学時の成績とその後の

幅広い入学者を選抜しています。

名くら

動向は調べやすく、実際にずっと調査を続

東邦大学では付属高校から

入試の段階で見極めるのは、本当に

ています。以前は地方からの入学者が少な

語、それもきちんと記述するような試験で

学者を増やそうというものです。

生が多いというデータもあります。しかし、

例えばペーパーテストなら国語や英

くなかったのですが、現在は首都圏の合格

上位の成績であれば、問題なく卒業する学

教科で広い知識を持った学生を選抜して

試を重視し、国語と地歴

30

者が非常に多くなったため、地方からの入

12

30

78

本学の入学試験は一次試験の筆記試験と
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高松

全くそうです。本学の個別面接はＭ

スでは、ちょっと意地悪な演技をする男性

ＭＩ方式で、ブースごとに基本テーマを決

けてきました。

めています。第一日目と第二日目はもちろ

評価をして、データとして蓄積しています。

がいて、その人に対して物事を説明したり

それらの評価と入学後のパフォーマンスを

コミュニケーションをとらせる。また、
共感

比べて何が分かるか、というところです。

吉岡

先生方がおっしゃったように、１年次の

今年で４年目になります。本当は、

ＭＭＩはいつ導入なさったんですか。

終わりには入学時の成績とほとんど関係が

岡崎

興味が尽きませんが、最後のテーマであるヒ

ん、午前と午後でも課題を少し変えて、受

高松

ドゥンカリキュラムに移りたいと思います。

験する学生に既存の回答では対応できない

の後半から卒業まではほぼそのままです。

一次試験にも変えたい部分があります。現

ヒドゥンカリキュラムとは、学生が意識

性、倫理性を問うような課題文を見せて、そ

ですから、入試の時点ではある一定の知識

在は理科３科目から２科目選択ですが、医

して学ぶ機会や学ぶ内容を指すのではなく、

れにどう答えるか。概略評価と点数による

レベルがあればよしとして、それ以外のと

学部の性格からすると、たとえ履修レベル

社会や環境における習慣とか風習の中で自

ない状態になり、１年次から２年次にかけ

ころでいい人をピックアップできないかと

は低くとも３科目を履修しているほうが望

然に、もしくは無意識のうちに身に付けて

ては順位が多少入れ替わりますが、２年次

いうのがポイントだと思います。

ましいと思います。しかし、一大学のみで

あらかじめ知るために入試を工夫

工夫をしています。

高松 ４年前までは小論文で論述させてい

変えることには抵抗があります。

基礎学力試験というものに変えました。ま

るため、一次試験よりは二次試験の結果か

フォーマンスが一致しないということもあ

入試の科目試験の点数とその後のパ

肌身に感じながら学んでいきます。従って、

けで、学生は実際の医療の現場で、それを

てどうあるべきかという点とも関係するわ

日本の社会において、医師が医療に対し

・

た、適性能力と言っていいのかどうか、注

ら何かいい指標が見つからないかと、あれ

インフォーマルな現場のお話も出て

医療の倫理をいかに教えるか

コミュニケーション能力や態度教育、

たのですが、完全にパターン化してしまい

入学後のパフォーマンスを

ました。そこで、国語力 読解力を検証する

意力を検証するような問題も加えています。

これ検討しています。再来年くらいにはデー

接を組み合わせています。集団面接ではリー

岡崎

タがそろってくる予定です。

教えるのは難しいと言わざるを得ません。

しまうような学習のことです。

面接は、 分の集団面接と５分の個別面
ダーシップや協調性を評価しています。個

含まれるでしょうし、先ほどはコミュニケー

これには医療あるいは医学研究の倫理も

別面接は四つのブースで、ＭＭＩ形式で行っ

えをするので、評価する側は難しいですね。

面接試験ではみんなが同じような答

ています。例えば、環境適応能力を測るブー

20
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対する姿勢なども入ってきます。学生に教

さんに接する態度、あるいはチーム医療に

ションという言葉も出てきましたが、患者

みを行いました。

緒にディスカッションするといった取り組

験談を６年生に対して話していただき、一

武先生に来学していただきました。その体

る者が多いのではないかと危惧されました

立当時、卒業後の９年間の義務から離脱す

そのアウトカムとしてですが、本学の創

％はしっかりと義務を果

ニケーション能力を教育するのは難しく、

て間違っていなかったと考えています。

たしているので、今までの取り組みは決し

でした。残りの

が、実際の離脱者は３％程度しか出ません

けています。

えてもなかなか身に付きにくく、逆に変に
身に付けてしまう可能性もあります。

こういうことは、各学年にわたって継続

何がいい方策なのか分からない部分もあり

的に行う必要があるでしょう。倫理やコミュ

課題だと感じますので、先生方が実際の教

今後の医療者を教育していく上で重要な
育の中でどうお考えになって、具体的に何

高木 難しい問題ですが、昭和大学ではチー

ているかどうかをアンケート調査したとこ

ム医療を重視しており、それが実際に役立っ

ますが、本学ではこういった取り組みを続

ろ、約

％はチーム医療の実習は良かった

岡崎 自治医科大学は全寮制なので、先輩

ワークもある。そういった複数のつながり

そのほかの専門職の方々ともあまり壁を作

を学んだので、看護師さんや薬剤師さん、

今、初期研修中だが、大学でチーム医療

という回答でした。

を学生時代から認識し、段階的に学べる体

らないでコミュニケーションができるよう

震災時に被災地にとどまって医療を続け、

にしています。たまたま昨日は、東日本大

授業やグループワークを各学年で行うよう

床実習に行って教授の回診に付いた時に、

が一番いいと思います。しかし、学生が臨

デルになって、それを学生が身に付けるの

いったものは、素晴らしい教員がロールモ

プロフェッショナリズムとか医療倫理と

になったという声が寄せられました。

米国ＴＩＭＥ誌の「世界で最も影響力のあ

実際にそう感じるかどうか。むしろ反面教

ショナリズム教育に関しては、そういった

いろいろな態度教育、いわゆるプロフェッ

制になっています。

卒業後に出身地に帰れば、卒業生のネット

ら学生が来ているため、県人会もあります。

後輩のつながりは強く、また各都道府県か

したいと思います。

を行っていらっしゃるか、ぜひおうかがい

97

る１００人」に選ばれた本学卒業生の菅野

座談会
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80

師になっていないか、われわれ教員は胸に
手を当てて考えなくてはいけないとずっと
思っていました。
今は指導医講習会などで、そういうテー

多くの先進国では、国家試験に
ＯＳＣＥとＣＢＴを併用

リキュラム的なものを行い、あとの３分の

１で各大学に特化したユニークなカリキュ

ラムを組んでいると思います。昭和大学は、

先ほどご紹介したチーム医療や寮生活での

想などを一言ずついただけますでしょうか。

国家試験を見直す必要があると考えていま

コミュニケーション能力の向上といったと

岡崎

す。厚生労働科学研究費補助金を頂いて、

本日はたいへん率直なお話をいただ

で、 少 し ず つ 良 く は な っ て き て い る は ず

はほぼお話しいたしました。個人的な意見

医師国家試験のあり方について調査をして

吉岡

です。

としては、やはり卒業時のアウトプットと

いて有意義だったと思いますが、最後に感

吉岡 こういうテーマになると、自分が所

して、国家試験を変える必要があるのでは

マで講師をお招きして話をしておりますの

属する医療施設ではちゃんと行われている

い る と こ ろ で す が、 他 の 先 進 国 の 多 く は

目標に応じて、より臨床に特化した評価法

療科の専門医試験。それぞれに異なる到達

Objective Structured Clinical

知識だけで評価する国家試験から

： 客 観 的 臨 床 能 力 試 験） と
Examination
ＣＢＴを併用して国家試験を行っています。

Ｏ Ｓ Ｃ Ｅ（

医学教育全体については、やはり医師の

ころに重点を置いています。

かどうか、反省しながら話しているという

ないかと強く感じています。

自治医科大学のカリキュラムの特徴

のが実際のところかと思います。そうは言っ
求められるのは当然です。

共用試験、医師国家試験、それから各診

高松 東邦大学でもこれからですが、各学

に変えていく。知識偏重の現在の評価法か

ても、将来の医療を考えると、常に実践が

年における医療人教育プログラムにおいて、

もっと技能や応用力の重視へ

高木 我が国では臨床実習に移る前に、しっ

ら、よりプラクティカルな実学重視の試験

かりした知識があるかどうかを共用試験の

社会で活躍している卒業生や、一般的な医

本学では、そういった観点から新しい評

に変えていくことが大事だと思っています。
価法として、４学年の進級試験に動画や音

ＣＢＴにより評価しています。このＣＢＴ

師とは異なる医療を実践している卒業生を

声を取り入れたマルチメディア対応型ＣＢ

あります。

それがどのような影響を与えているのか、
何をもって評価するのかといったあたりは

）形式問題を
Ｔ（ Computer Based Testing
導入しています。

招いて話をしていただいています。

まだ確立していませんが、学生からは、今

高木

・

治療をする際には、いった

ん治療をしたら後戻りして取り消せないの

実際に診断

はコンピューターを使う大きなメリットが

日はいい話を聞いた、ああいう生き方もあ

私立大学はそれぞれに工夫をして、

るのかという声は寄せられています。

授業全体の３分の２くらいはモデルコアカ
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日本での国家試験は知識偏重なので、何

木先生がおっしゃった動画を取り入れたよ

るといった工夫が必要でしょう。また、高

・

が起きているかというと、国公立大学や私

・

で、誤った選択をしないよう、臨床推論的
立大学のほとんどは６年次の夏休みまでに

口頭試験のようなものを導入す

に、今はこういうことを考え、次はこうい

が、記述

うことに配慮し、その次はこれをしなけれ

うなＣＢＴも有用だと思います。

んの動きを再現したりしてできるのです。

わたるＭＲＩ画像などを使ったり、患者さ

同じことが、動画や音声、複数のページに

さなければなりません。ＣＢＴならそれと

何枚も撮った中から自分で異変を見つけ出

しかし実際の診断では、ＣＴやＭＲＩなど、

す。その写真には必ず異変があるわけです。

提示されて「この疾患は何か」と問われま

また、ペーパー試験では、１枚の写真が

めの教育とそのための学習という悪循環が

高松

あります。

本ではまだそうなっていないという現状が

に技能試験が取り入れられている中で、日

吉岡

れば一番いいと思っています。

経て初期臨床研修につながるという形にな

や態度を身に付けて、そのまま国家試験を

験を変えることによって、臨床実習で技能

半年は試験勉強だけという状況が、国家試

床技能が向上したにもかかわらず、あとの

それまで臨床実習を続けて、ようやく臨

一つですが、やはり評価というのは教育の

を変える、これもヒドゥンカリキュラムの

人はいかに評価されるかによって学び方

きだという認識にまでは至っていないよう

は共通認識になっているものの、改善すべ

痛感しました。国家試験に課題があること

医学部の教育に大きな影響を与えていると

が国家試験に言及され、国家試験の現状が

吉岡

思っているところです。

をいかに展開していくかが大きな課題だと

ろな変化にフレキシブルに対応できる教育

しょうか。ですから、われわれも、いろい

試験を受ける時代が到来するのではないで

さらに、近い将来には人工知能を相手に

授業や実習が終わり、そこからは国家試験

そうなると、今よりも深い知識や技能など

続くと思います。今の国家試験の形では、

重要な要素です。本日の座談会が今後の医

の覚えるだけの勉強になるのです。

ばいけないというように診療の手順を追っ
ていく。こうした「後戻りできない診断

も評価できるようになるのではないかと期

結局は応用力が身に付かないので、やはり

治療行為」が、コンピューターを使うＣＢ

待しています。

技能試験というか、もっと動的な試験を導

Ｔなら再現できます。

一方ＯＳＣＥは、受験者に患者さんの医

学部の教育の改善に少しでも寄与すれば、

知識だけで評価されると、知識のた

その一つは確かにＯＳＣＥであるし、知
識を問うにしても、現在は選択肢問題です

たいへん喜ばしいと思います。

に思います。

最後のまとめでは、奇しくも皆さん

療面接をさせ、次は患者さんの身体診察と

入しなければならないと感じます。
・

態度を評価するもの

先進国のほとんどで国家試験の一部

いったように実際の診療を行わせて、知識
ではない能力や技能
です。

座談会
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