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清泉女子大学本館 ︵旧島津公爵家袖ヶ崎本邸洋館︶

２０１８年３月 日の学位授与式当日︑式服のガウンに身を包んだ卒業生たちが︑学内

ブした坂道を登り切ったところで目に飛び込んでくる洋館は︑鹿児島島津家

代当主島津

本学は東京都品川区︑通称島津山と呼ばれる住宅街の一角にある︒正門から続く︑カー

途切れることなく学生の歓声が上がっていた︒

紅の絨毯が敷き詰められ︑ステンドグラスを通して美しい光が差し込む大階段周辺では︑

２０１７年に竣工１００周年を迎えた旧島津公爵家袖ヶ崎本邸洋館である︒なかでも︑深

のあちらこちらで記念撮影を行っていた︒最も賑わいをみせていたのが本学の誇る本館︑

15

･

･

建 築 の み な ら ず︑ 多 く の 日 本 人 建 築 家 を 育 成 し︑ 日 本 近

んでいる本館は︑かけがえのない本学のたからである︒

歴史と伝統はたやすく得ることはできない︒日々の学びの場に当たり前のように溶け込

出すという︒

学生たちは文化財のもつ落ち着いた雰囲気の中で学び︑卒業後もその時間を懐かしく思い

される落ち着いた雰囲気のスペースは︑かつて島津家で最も格式の高い応接場所であった︒

建学の精神を支えるカトリックの聖堂もここにある︒外部の方との打ち合わせなどに利用

校舎として日常的に使われていることであった︒教室︑会議室︑研究室︑それに学長室や

なった︒その際特に評価されたのは︑文化財として保存されているだけではなく︑現役の

２０１２年︑本館はコンドルの晩年の優れた住宅建築として︑東京都指定有形文化財と

からこの地に移転した１９６２年以来︑本館として大切に使用されてきた︒

庭に張り出したバルコニー︑美しいステンドグラスが印象的なこの洋館は︑本学が横須賀

代建築の父と称えられる人物である︒古典様式を基調とし︑東側正面玄関の車寄せ︑南芝

雇い外国人として来日し︑設計

忠重によって建設された︒設計施工は英国人建築家ジョサイア コンドル︒明治初期にお

30
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「学びが見える、学びに触れる、学びあえる」を目指して
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海外留学体験の効果測定に対する取り組み
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留学体験の客観的測定

目的を明確化した効果測定を目指して



―

グローバル人材育成における学部留学の効果

海外短期留学の効果測定手法を考える

―
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〈表紙写真〉

学生地域連携推進委員会（通称：つな Girl）

尼崎ご当地野菜「尼いも」ゆるきゃらイラスト
選手権の表彰式にて（園田学園女子大学）

つな Girl は、2014年から学生会の委員会の一つと
して「つながって、まきこんで、楽しんで、笑顔が
うまれて、またつながって」をコンセプトに活動し
ています。園田学園女子大学が立地する尼崎のご当
地野菜「尼いも」の取材をきっかけに、
「尼いも応援
団」と称し、尼芋奉納祭（於：貴布禰神社）に参加
することになりました。
尼芋奉納祭では、来場者からゆるきゃらのイラス
トや名前を募集し、
「尼のいも子」を完成させるな
ど、さまざまな取り組みを行っています。
＊１ 尼崎のご当地野菜である「尼いも」は、昭和の大型台
風による水害のために、絶滅したサツマイモです。2003
年に市民団体「尼いもクラブ」によって復活し、農家や
市民ボランティアによって焼酎や茎のつくだ煮などを開
発しています。

大 学 点 描

けやきアベニュー
大学前の道路の正門から学舎へと続く道に「けやきアベニュー」があります。
本学第５代理事長・一谷定之焏は、格調高く四季折々に美しい姿をみせる
けやきを、園田学園女子大学のシンボルとして選びました。
そして、舗道に小さな石を敷き詰めて、大きな円がいくつもつながるように
（どこまでも続くように）描き、その両側にけやきのトンネルをつくりました。
「けやきアベニュー」はこれまでも、これからも学生を迎え続けています。

国 際 交 流
本学の国際交流はオセアニア諸国から始まりました。オセアニアの広大な大地に
立った一谷定之焏が、ぜひ学生に日本と異なる風土を体感し、国際的な視野で物
事を捉えられるように成長してほしいとの願いを込めて始めたものです。

ペサウ号

「ペサウ」とは、現地語で「外洋へでる水
路」を意味しており、いつの日か内海から
太平洋へという願いを込めて名付けたとい
います。
その名のとおり、1986年に星座と風、潮
流を頼りとする伝統的な航法でミクロネシ
ア連邦ヤップ州から小笠原諸島まで航海し
ました。
現在は、本学から未来へ船出する学生に、
その歴史とオセアニアの伝統文化を伝える
貴重な学術資料として保管されています。

そのだクライストチャーチキャンパス
（SCC）
オセアニア諸国から始まった国際交流は、
現在アジア、オセアニア地域の7大学と学
術提携をするまでに至っています。
1993年にニュージーランド・クライスト
チャーチ教育大学の協力を得て、同大学内
に開設されたそのだクライストチャーチキャ
ンパスは、本学に限らず全国の留学生に海
外での充実した学びの場を提供しています。

公立小学校を見学しているようす

ボランティア作業のようす

建学の精神「捨我精進」
本学の建学の精神は「捨我精進」です。
「捨我」とは、人を愛し自分の為すべきこ
とに全力を尽くすことです。
「精進」とは、幸福な世の中をつくるため勇気を持っ
て挑戦することです。
現代に置き換えると、相手の身になって考え、誠実に行動し、仲間と協力して幸
せな社会をつくるために努力することと解釈できます。そこには、自己と他者の
存在を意識し、互いを認め合える成熟した人間関係が生まれます。

経験値教育
本学は、「経験値教育」を掲げています。
経験値教育とは、自己の経験を客観化し、他
者との比較により相対化したうえで、その蓄
積を成長の糧とする教育です。
経験値は「知識」と「知恵」
、そして「知識を
知恵に変える力」の三つで構成される値です。

地域での学び

尼崎市市制100周年記念
「あまがすきハーフマラソン」

尼崎市立衛生研究所主催
「まちの自然みぃつけた！庄下川観察会」

本学が位置する尼崎市や尼崎商工会議所な
どと連携しながら、地域と共に地域課題の
解決に取り組む教育、研究活動を実践して
います。
学生は地域の方々の協力を得ながら、さま
ざまな経験を積み重ねています。

食育フェア2016
「尼崎市学校給食展」

NPO法人あまがさき環境オープンカレッジ主催
「エコあまフェスタ」

園田学園女子大学大岡山グリーンキャンパス
「自分たちで作った掃除道具で、

掃除の楽しさを知ろう！」

尼っ子のスポーツ振興プロジェクト

親子で！楽しく！リラックス！
「ママカフェクリスマス」

みんなのサマーセミナー実行委員会

まちづくり解剖学
「尼いも」と園田学園女子大学

人間健康学部

総合健康学科 人間看護学科 食物栄養学科

人間教育学部

児童教育学科

短期大学部

生活文化学科 幼児教育学科
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●園田学園女子大学学長

大きく変化する社会で
花開くために

川島 明子

園田学園女子大学は、大学名が設立地の「園田村」
に由来しており、一貫して、「地域とともに歩む大
学」として地域社会とつながり、学び、活躍する女
性の育成を目指している。
しかし、現在、学生の価値観は多様化し、社会に
おいては、大きな変化の時代を生き抜く力を身に付
けることが必要とされている。
本学のシンボルである欅は、しっかりと直立した
幹からほうき状に枝を広げ、葉は四季折々に色を変
えていく。
この欅のように、失敗が許される場である大学の
学びの中で、学生は経験を積み重ね、生涯で多くの
ライフステージごとの課題を乗り越える知力を身に
付け、グローバルな視野も備え、自立した女性とし
て社会で活躍できるよう、今後も誠実に力を注いで
いきたい。

●順天堂大学学長、全国医学部長病院長会議会長

・

るなかで、ＥＣＦＭＧの宣言を無視すれば日本の医

しかし、社会全体が急速に国際化の波にさらされ

といった意見もあった。

この認証を受けなくとも実質的な問題にはならない

ることからして、仮にわが国の医学部 医科大学が

新井 一

わが国における医学教育の現状と課題

はじめに
２０１０年に米国ＥＣＦＭＧ（ Educational Com-

）が、国外の
mission for Foreign Medical Graduates
医科大学については米国の医科大学認証評価機構も

学界が世界のなかでガラパゴス化することへの危機

とになった。然るに、わが国には医学部

感が、医学教育に携わる多くの人々に共有されるこ

）の基準に準拠した分野別認
for Medical Education
証を受けなければ、その卒業生に対して２０２３年

に対する分野別認証制度はそもそも存在しておらず、

： World Federation
しくは世界医学教育連盟（ WFME

以降米国の医師国家試験受験資格を与えないと宣言

・

医科大学

したがって、認証を行う第三者機関の設置も含め、

さまざまな準備が必要となった。このようなことか

％

が国外の大学の医学部出身者で占められており、こ

ら、全国の医学部

した。この宣言の背景には、米国では医師の約

れらの医師の質担保が米国において大きな問題になっ

この国際認証に対応すべくさまざまな取り組みを行っ

60

医科大学は、２０１０年以降、

・

名程度であ

ているという事情があった。このような米国の動き
〜

てきた。

30

に対し、日本からＥＣＦＭＧを介して米国医師国家
試験を受験する受験生の数は毎年

50

10

2018.5 大学時報

２００１年以降の改革

１ わが国の医学教育

―

従来、医学教育はそれを担当する大学に大きな裁
量権があり、それぞれが独自性をもって学生の教育
を実践してきた。しかし、１９９０年代になると社
会のさまざまな要請があり、全ての医学部

・

医科大

学における医学教育の質を向上させ、これを一定水
準以上に保つことの必要性が認識されるに至った。
そのためには、従来の教育内容を再編成し、根幹部
分（コア）についてはある程度画一化すると同時に、
多様化にも対応できるカリキュラムの策定が急務と
なった。すなわち、全ての医学生が履修すべきコア
・

カリキュラムを策定すると同時に、医療 医学の多
様化に対応する選択性カリキュラムを導入し、その
上で各医学部

・

医科大学がその教育理念に基づいた

医学教育を実践することが推奨されることになった。
このような背景を踏まえ、２００１年に医学教育
教育内容ガイドライン」が文

コ

・

・

カリキュラム

―

の抜本的な改革を目指して、
「医 学 教 育 モ デ ル
ア

・

・

部科学省から公表された。このモデル コア カリ

大学時報 2018.5

11

医学教育モデル・コア・カリキュラム（2016年度改訂版）

図表１

・

キュラムは、その後２００７年、２０１０年、２０

たものである。しかし、この「診療参加型臨床実習」

態度などの基本的能力を修得することを目標に掲げ

・

１６年に改訂されて現在に至っている。

は、冒頭で述べた医学教育の国際認証をわが国に適

・

それぞれのモデル コア カリキュラムのキーワー

応させる際に依然として課題が残るとされ、２００

・

ドは、２００１年が「医の原則」
、
「問題解決能力」、

１年時点における問題意識がその後の

年間に十分

、
「診療参加型臨床実
「症候 病態からのアプローチ」
習」
、
「共用試験」
、２００７年は「地域医療」
、
「腫瘍

ざるをえない。

に克服されることなく今日に至ってしまったといわ

・

学教育」
、
「研究の視点」
、２０１０年は「基本的診療

15

質と能力」
、
「診療参加型臨床実習」
、
「地域包括ケア

「横のつながり」
、
「医師として求められる基本的な資

キャッチフレーズとして掲げられ、
「縦のつながり」、

に対応できる医師の養成

社会の変遷への対応」が

２０１６年の最新版（図表１）では、
「多様なニーズ

能力」
、
「地域医療」
、
「研究マインド」となっている。

た。共用試験は、知識の総合的理解度を評価するコ

標に準拠する形で共用試験が実施されるようになっ

く、臨床実習開始前にコア

習を行うに足る能力があるか否かを厳格に評価すべ

１年から４年後の２００５年には、医学生が臨床実

一つの特徴は、
「共用試験」への言及である。２００

２００１年のモデル コア カリキュラムのもう

・

システム」
、
「腫瘍」
、
「教養教育と準備教育の整理」、

・

「世界への発信」がキーワードとなった。

カリキュラムの到達目

・

２００１年のモデル コア カリキュラムにある

： Computer
ンピューターを用いた客観試験（ CBT
）と、態度 基本的臨床技能を評価す
Based Testing
： Objective Structured
る客観的臨床能力試験（ OSCE
・

・

・

「診療参加型臨床実習」は、それまでの医学教育では
患者に直接かかわることのない見学型あるいは模擬

）によって構成され、現在では
Clinical Examination
全国の医学部 医科大学の全てにおいて臨床実習開

・

ように、わが国の医学教育がここ

年間で大きく改

参加型の実習が主体であったために、学生が診療チー
技能

始前の進級判定の材料として用いられている。この
思考法

ムに参加しチームの一員として診療業務に従事しな
がら、医師として求められる知識

15
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・

・

出題傾向が変化し、臨床実習を正しく履修しないと

うに、医師国家試験も年々変革を遂げ、知識偏重の

変されたのは事実である。また、これに呼応するよ
題となった。

三者機関を含めた認定評価制度の整備とが大きな課

とった医学教育基準の策定と認定審査を実施する第

コア カリキュラム策定の際に取り上げられた「診

かしながら、前述したように２００１年のモデル

目指すとされている。ＷＦＭＥは、欧州、アフリカ、

旨は、世界の医学教育の向上を通して医療の向上を

年に設立されたＷＦＭＥがある。ＷＦＭＥ設立の趣

・

療参加型臨床実習」が完全な形で定着していないな

中近東、東南アジア、西太平洋、米国の地域部会に

医学教育に関わる国際的組織としては、１９７２

ど課題は残っており、今回の医学教育の国際認証を

よって構成され、本部は欧州にある。２００３年、

解答できない問題が多く出されるようになった。し

契機にさらなる改善が期待されるところである。

・

ＷＦＭＥは医学教育に関するグローバルスタンダー

きである。しかし、その道は決して平坦ではなく、

証という視点からさらに進化させる好機と捉えるべ

が進められてきたわが国の医学教育を、分野別質保

く、モデル コア カリキュラムにのっとって改革

よって仕方なく行うとするのは必ずしも適当ではな

ざるを得ない状況になった。しかし、これを外圧に

となってわが国も医学教育の国際認証への道を進ま

冒頭で述べたように、ある意味で外圧がきっかけ

このグローバルスタンダードに準拠して実施される

育連盟の基準に準拠した分野別認証」とは、まさに

る。冒頭で述べた、ＥＣＦＭＧのいう「世界医学教

まらず、卒後研修、生涯教育まで包含するものであ

前教育（ＷＦＭＥでは基本医学教育と呼ぶ）にとど

師の教育の質保証という観点から、学部における卒

このグローバルスタンダードは、生涯を通じた医

あり、さまざまな国あるいは地域で活用されている。

が、現在はこれが唯一の世界共通の医学教育基準で

ドを公表し、その後２０１２年に改訂が加えられた

特にわが国において医学教育の分野別質保証を実施

認証を意味しているために、わが国においてもグロー

２ 医学教育の国際認証

するためには、二つの事柄、すなわち国際基準にのっ

・

・
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バルスタンダードに準じた医学教育基準、特にＷＦ

ＭＥのいう基本医学教育に関する基準の策定が必須

の課題となったのである。

このような事情から、日本医学教育学会は、２０

１３年、２０１４年、２０１５年と改訂を加えつつ、

医学教育分野別評価基準日本版を公開してきた（図

質の高い教育を目指す医学教育機関が達成すべき「質

的向上のための水準」が設定されている。この基準

では、医学の専門性に基づく目標の設定、カリキュ

ラムの内容、教育評価法などには具体性がある一方

で、数値目標のようなものはあまり定められていな

い。むしろ重要なのは、医学部 医科大学を卒業し

技能 態度を含む基本的な実践力を有して

た時点で、卒業生が医師として患者を診療するため

の知識
・
・

いるか否かが問われるのである。

・

の下位領域が存在し、これらに関して全ての

表２）
。医学教育分野別評価基準日本版には九つの領

域と

医学教育機関が達成すべき「基本的水準」と、より

36

１．使命と教育成果
1.1 使命
1.2 使命の策定への参画
1.3 大学の自律性および学部の自由度
1.4 教育成果
２．教育プログラム
2.1 カリキュラムモデルと教育方法
2.2 科学的方法
2.3 基礎医学
2.4 行動科学と社会医学および医療倫理学
2.5 臨床医学と技能
2.6 カリキュラム構造、構成と教育期間
2.7 プログラム管理
2.8 臨床実践と医療制度の連携
３．学生評価
3.1 評価方法
3.2 評価と学習との関連
４．学生
4.1
4.2
4.3
4.4
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５．教員
5.1 募集と選抜方法
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６．教育資源
6.1 施設・設備
6.2 臨床トレーニングの資源
6.3 情報通信技術
6.4 医学研究と学識
6.5 教育の専門的立場
6.6 教育の交流
７．プログラム評価
7.1 プログラムのモニタと評価
7.2 教員と学生からのフィードバック
7.3 学生と卒業生の実績・成績
7.4 教育の協働者の関与
８．統轄および管理運営
8.1 統轄
8.2 教学のリーダーシップ
8.3 教育予算と資源配分
8.4 事務職と運営
8.5 保健医療部門との交流
９．継続的改良
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型臨床実習、シミュレーション教育、地域実地経験、

問題基盤型

症例基盤型学習、相互学習、診療参加

くを述べることはできないが、少人数グループ教育、

学習の具体的な方法に関しては、紙面の関係上多

カリキュラムの策定が進められているところである。

証を念頭において、コンピテンシーに基づいた教育

在、全国の医学部 医科大学では、医学教育の国際認

カリキュラムが構築されていなくてはならない。現

ンシーから逆算して、１年次から６年次までの教育

この専門的実践力はコンピテンシー（ competency
）
と表現されるが、卒業時に獲得されるべきコンピテ

を国際基準に則して実施可能な組織としてＷＦＭＥ

あったが、２０１７年３月に医学教育の分野別評価

育分野別評価機関として国際的に認証される必要が

て医学教育の認証評価を実施していく上で、医学教

機能することになった。ＪＡＣＭＥは、国内におい

どが社員として加わり、独立した第三者機関として

修推進財団、医療系大学間共用試験実施評価機構な

本医学会、日本医師会、医学教育振興財団、臨床研

）が設立された。ＪＡＣＭＥは一般社団法人と
tion
して運営され、全国の医学部 医科大学のほか、日

０１５年秋には日本医学教育評価機構（

Japan Accreditation Council for Medical Educa-

の認定を受けることができた。

・

大

学に対してトライアル認証評価が実施されており、

この２０１７年３月のＷＦＭＥの認定前に、

・

・

・

技術の教授ではなく、将来、学生が医師

：
JACME

ウェブを活用した学習などがキーワードになる。単
なる知識

として一生涯続けなくてはならない自己学習の十分
な準備を提供することも求められている。

大学が分野

医科大学が参画する一般社団法人）は２

Ｇの宣言を受けて、全国医学部長病院長会議（全国

認証評価制度の構築である。２０１０年のＥＣＦＭ

になるが、国際的には卒前教育（基本教育） 卒後研

医学部全てがこの受審を済ませることが当面の目標

別認証評価を受審したことになる。今後、全国

これを含めると２０１８年３月時点で

の医学部

修 生涯学習教育を合わせて医学教育と捉えるのが

の

０１１年に「医学教育の質保証検討委員会」を発足

一般的であるため、将来的には卒前の学部教育だけ

医学教育の国際認証に関わるもう一つの課題は、

18

させて認証評価制度構築に関する検討を開始し、２
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・

・
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30

82

でなく卒後研修 生涯学習教育についてもしっかり

時点でも、学生は指導医の下で一定の医行為を行う

で診療業務に従事するかが問われることになる。現

・

評価を行い、ＰＤＣＡサイクルを回していくことが

ことは許されているが、その基準は１９９１年に策

（いわゆる前川リポート）に拠っており、必ずしも現

定された厚生省（当時）臨床実習検討委員会の答申

課題として挙げられる。

３ 医学教育の課題
・

・

２０１５年にＪＡＣＭＥが設立され、それに伴って

ムの導入に始まったわが国の医学教育改革であるが、

うななか、臨床実習開始前の進級判定の材料として

確でないといった問題点も指摘されている。このよ

また、学生の行う医行為に対する法的な担保が明

状を反映しているものとはいえない。

国際基準に準拠した分野別認証評価が開始されるな

用いられている共用試験（ＣＢＴなど）を公的なも

２００１年の医学教育モデル コア カリキュラ

ど、ここにきてさらなる進展がもたらされた。しか

のにし、さらに共用試験に合格した学生（

である。全国医学部長病院長会議が発行した「２０

を法的に担保することについての検討が、文部科学

）が一定の条件下で行う医行為に関する新た
Doctor
な基準を設け（前述の前川リポートの見直し）、これ

Student

しながら、未解決の課題も残されている。

１５年度医学教育カリキュラムの現状」によると、

省、厚生労働省を含む関係者によって開始されたと

その一つが、前述の診療参加型臨床実習の実質化

調査を実施した時点では、全国の医学部における臨
・

もう一つの課題は、医師国家試験のあり方である。

ころである。

たが、ここ数年の各大学の努力により、近々に平均

多くの大学では医学部６年次の９月以降に卒業試験

７週と世界基準を下回る結果であっ

週ほど増加する見込みである。もちろ

床実習は平均

56

・

が診療チームの一員としていかに主体性をもって臨

ん、週数のみで質が担保されるわけではなく、学生

入する。すなわち、６年次の後半は卒業試験と国家

２月に行われる医師国家試験に向けた受験勉強に突

が実施されており、これが終わると、学生は年明け

12

床実習に参加するか、すなわち学生がどのような形

６週と

68

16
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教育が国家試験のために寸断されることになる。

り、本来であれば卒後研修と連続性をもつべき卒前

試験対策のために多くの時間が費やされることにな

卒前教育 専門医研修と臨床研修を有機的に連動さ

臨床研修のあり方も大きく変革しなくてはならず、

これらの課題が確実に解決されれば、必然的に卒後

せるべく、その内容を見直す必要がある。まさに、

・

このような状況を打開するためには、医師国家試

卒前と卒後の医師養成のシステムをシームレスにつ

・

験を抜本的に見直し、国家試験の出題は診療参加型

なげることを目指さなくてはならない。

２０１７年の第１１１回と比較すると一般問題が１

般問題１５０題と臨床実地問題２５０題が出題され、

医療水準、さらには医学関連の研究実績をみれば自

にも高い質を維持してきた。これは、本邦における

わが国の医学教育は、先人の努力によって世界的

おわりに

臨床実習に則したものに限定し、ＣＢＴとの差別化
を明確にする必要がある。実際のところ、２０１８

００題減じられた。より実際の臨床に軸足を置くべ

明である。一方、２０１０年のＥＣＦＭＧの宣言を

年２月に施行された第１１２回医師国家試験では一

く、国家試験改革は始まりつつあるといえる。さら
態度を改めて評価する

医師としての使命感、倫理観、診療技術、患者への

準拠した医学教育の必然性が認識されるようになっ

機に、わが国においてもグローバルスタンダードに

）を、２０２０年までに全医学部に
Clerkship OSCE
おいて導入することが計画されている。

適切な対応などのコンピテンシーを教育の成果とし

に図表１にも示されているが、国家試験直前に技能

今後はこの流れをさらに進める必要があることは

て定めることである。コンピテンシーを確実に修得

評価法を備えた教育体制の構築が必須となってくる。

達成するための教育法と、達成の度合いを評価する

た。そこで求められるのは、医学的知識のみならず

いうまでもない。これは私見ではあるが、最終的に

するために教育のアウトカムを示し、アウトカムを

（ Post-Clinical
Post CC OSCE

月末まで診療参加型臨床実習に

は学生は６年次の

を受審した上で年明け２月
従事し、 Post CC OSCE
の国家試験に臨むのが理想と考えている。そして、
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