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新しい医学教育の潮流 2019
―第 51 回日本医学教育学会大会報告 1―
〜卒前教育に着目して〜
原

文彦１, 2） 中田亜希子１）＊
温１, 2） 中村

並木

小林

正明１）

陽一１, 3） 廣井

直樹１）

1）

東邦大学医学部医学教育センター

2）

東邦大学医学部卒後臨床研修/生涯教育センター
3）

東邦大学医学部臨床腫瘍学講座

要約：第 51 回日本医学教育学会大会が 2019 年 7 月に行われ，本学医学教育センターの教員らが当該大会
に参加した．変化が激しい医学教育にあって，情報を収集し，東邦大学の医学教育として取り組むことは教
育の質を高めることにつながる．そこで，医学部や病院での医学教育の取り組みについて視聴したセッショ
ンの報告を行いたい．全部で 8 セッションの報告があるため，本稿では臨床実習までの卒前教育に関する 4
セッションの報告をまとめた．
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はじめに

および卒前教育を中心に報告する．

ワークショップ 2

教育の領域は常に変化にさらされている．ICT の普及
にとどまらず，臨床実習前客観的臨床能力試験（Pre- Clini-

アクティブ・ラーニング模擬授業に参加してみよう

cal Clerkship Objective Structured Clinical Examination；

医学教育学会卒前教育委員会では，アクティブ・ラーニ

Pre-CC OSCE）後の Student Doctor の法的整備や，臨床

ング（Act-L）の在り方について検討を行っており，前年

実習後客観的臨床能力試験（
（Post-Clinical Clerkship Ob-

度と同様，第 51 回学術大会においても大講義室で平易に

jective Structured Clinical Examination；Post-CC OSCE）

行うことのできる Act-L についてのワークショップを開

はトライアル終了を目前にし，本学では分野別認証の受審

催した．

を控えている．そのような中，第 51 回日本医学教育学会

Act-L が必要であるといわれるようになり久しいが，

大会
（主管校：京都府立医科大学）
が 2019 年 7 月 26 日（金）

Act-L が広く浸透しているとはいいがたい．Act-L には診

と 27 日（土）に古都・京都にて開催された（Fig. 1）．
「
『学

療参加臨床実習のような自律型 Act-L から Team-Based

ばんと欲すれば』―excellence をめざして」という次の半

Learning（TBL）や Problem-Based Learning（PBL）
，双

世紀に向けた医学教育のあり方がテーマに掲げられ，活発

方向性授業のような制御型 Act-L まで幅広く，その実態

な意見交換がなされた．本学教員らも発表を行っているが

を理解しにくいことが大きな理由と考えられる．双方向性

（Table 1）
，本稿では，得られた情報の中から，教育手法

に，学修者が考えることを求める授業はすべて Act-L と

1, 2, 3）〒143―8540 東京都大田区大森西 5―21―16
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Fig. 1

Table 1

文彦 ほか

第 51 回日本医学教育学会の様子

第 51 回日本医学教育学会における東邦大学教員の発表演題

講演種別

演題名

筆頭演者

シンポジウム
シンポジウム
口演
口演
口演
口演
口演

医学部における行動科学の役割
大学病院勤務医ニーズ調査最終報告から示唆されたもの
卒前医学教育における緩和医療学の臨床実習の現状調査
シミュレータを用いた筋肉注射指導における留意点
医学部における研究倫理の教育項目：医療従事者を対象にした Web 調査
ビデオ講義視聴（Video Lecture Delivery：VLD）システムに関する学生の利用実態
共感的なコミュニケーション能力向上に繋がる要因とは？

端詰勝敬
中野弘一
中村陽一
土井範子
中田亜希子
小林正明
中村祐三

考えることで受け入れやすくなると思われる（愛媛大学：

事実である．TBL と PBL の違いについて解説があった後

小林直人氏）．久留米大学では従前から Learning Through

（九州大学：三木洋一郎氏）
，TBL 教材の作成から実践に

１）

Discussion（LTD）話し合い学習法 が取り入れられてお

ついての実際を経験した（群馬大学：鯉渕典之氏）
．TBL

り，ラウンドロビンやジグソー学習を組み込んだ授業が行

は，学修項目を教員が明示し学修者はそれに沿って学修を

われている．知識の習得は重要であるが，知識量が急速に

行うものである．授業の中で学生が自らの学修内容につい

増大する中で知識を覚える授業には限界がある．すべての

て学びあい，討論することが重要であり，その中で自ら学

学生が授業に参加し，協働する姿勢を涵養することが重要

ぶという学修態度を身につけていくと思われる．最後に，

である（湘南鎌倉医療大学：神代龍吉氏）．Act-L と聞く

秋田大学の取り組みとして，臨床実習の経験を基盤にした

だけで拒否的になる教員が少なからずいるが，元来医学部

TBL 形式の統合カンファレンスについて長谷川仁志氏よ

教育は多くの Act-L が行われてきたというなかで，大教

り紹介があった．

室型講義にどのように取り入れていくかを真剣に考える時

行動主義に基づいた知識教授型単方向性授業は初等中等

期に来ていると思われる．このような教育は科学的探究心

教育では高い効果が見込まれるが，高等教育のような実践

や批判的思考，自学自習の態度の涵養につながると考えら

能力の育成に重点が置かれる教育では教育効果が低下する

れ，高等教育のあるべき姿に近づくのではないかと思われ

といわれている．Act-L の導入は高等教育現場では必須に

た．

なることを理解し，我々は教育手法の修得に努力する必要

小グループ学習として，PBL が有効な教育法であるこ
とは異論のないところである．しかし，教材の作成から教

があると思われる．
（報告者：廣井直樹）

員リソースの投入までいくつかの大きな障害があることも
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とを理解してもらうため，医学教育モデル・コア・カリ
キュラムと関連付けて説明しているという．特に 5 年次の

社会的弱者・健康格差の課題への取り組み

授業では，臨床実習の最中に授業を展開していることから，

社会的弱者・健康格差に関する気づきを促す教育を考え

臨床倫理の四分割表を用いて実践的であることに留意し，

ることを目的に，2 名のシンポジストから話題提供があっ

フィードバックコメントシートを使用して双方向性で授業

た．はじめに，ケニアで障がい児とその家族の支援を行う

を行っているとの報告であった．教員の負担は大きいもの

「シロアムの園」を設立した小児科医の公文和子氏から，

の，学生がどこまで理解しているのか把握するために，学

その取り組みの報告がなされた．ケニアでは，障がい者は

生の評価は論述したものを対象としていた．

存在していても調査されず，把握されていない状況にある

続いて，京都府立医科大学で選択授業「医療と法」を担

こと，生産性をもたない人や効率的にできない人には生き

当している弁護士の鵜飼万貴子氏からは，実際の判例や裁

づらい社会になっているという．生まれた環境が障がい者

判まで至らなかった事例を提示し，学生が患者を対立当事

の支援や健康に大きく影響しているという視点である．そ

者と捉えないように留意した授業を展開しているとの報告

のうえで，患者がやっとの思いで病院にたどり着いたこと

がなされた．実務家の視点で展開する授業そのものが，医

に想いを巡らせてほしいと，日本の患者にも重ね合わせて

学生の興味を強く惹き付けるのではないかと思われた．

話をされた．障がい児の屈託のない笑顔と，一緒にいるス

最後に，岩手医科大学における医事法教育の内容につい

タッフの明るい笑顔が映った写真が大変印象的であった．

て，廣瀬清英氏から報告がなされた．廣瀬氏は，身近な例

続いて，順天堂大学医学部の武田裕子氏から，
健康格差・

で法についてしっかり考えるように工夫していることに加

健康の社会的決定要因（social determinants of health；

え，国家試験で出題されている医事法学の領域を授業で重

SDH）について，ゼミ生が能動的に自分で調べて学ぶ 5

点的に扱っていると述べられた．

週間の教育実践の報告がなされた．
健康の社会的要因とは，

本シンポジウムでは「人文社会科学の思考はアート（医

一人ひとりの健康に影響し，健康格差の原因になっている

療）に有益である」と結論付けていた．シンポジウムに参

社会的な要素のことである２）．SDH 教育で目指すのは，患

加して，医療は科学の側面だけではないこと，そのことを

者の背景（生い立ちや人生の軌跡）に思い至り，患者の生

学生にしっかりと伝えていく必要性があることを改めて感

活や人生の大変さを想像して診療にあたることができるこ

じた．また，教員が自分の実務家としての視点を組み込ん

と，および患者が抱える問題の原因の原因，つまり社会的

だり，学生が考えるように誘う工夫を考えたりしている点

な要因・構造に目を向けて働きかけることができるように

は，本学の全人的医療人教育の授業でも参考になると感じ

なることだという．

た．
（報告者：中田亜希子）

人が生まれた時，本人の意思でその環境に生まれるわけ
ではない．疾患や障がいをもつ患者の社会的背景や環境を
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考え，患者に共感し，その環境を変えようと考えられるよ
うになるということは，学生の人間性を深めることに他な

卒前地域医療教育

あるべきようは？―標準化と独自

らないと感じた．本学では障がいを持ちながらプロフェッ

性―

ショナルとして働いている法曹関係者からの講演を授業と

卒前地域医療教育は，医学教育モデル・コア・カリキュ

して行っているが，さらに視野を広げられるような教育を

ラムが平成 28 年度に改訂されたことにより，新たな方向

東邦大学のリソースでどのように提供するのか，今後考え

性が示された．社会において「地域包括ケアシステム」の

る必要があると感じた．

中で医療提供を求められるようになってきたことが，その
（報告者：中田亜希子）

シンポジウム 7

背景因子として存在する．医学教育モデル・コア・カリ
キュラムにおいて「医療計画」や「地域医療構想」
「地域
，
包括ケアシステム」，
「かかりつけ医」などの実践的な学修

医学部教育における人文社会科学教育の意義と実践〜医

目標と地域基盤型の教育方略が並べられたが，その教育内

事法と医療倫理科目を中心として〜

容は大学によりバラバラである．近年日本医学教育学会地

本セッションでは，医学教育における人文系科目の益に

域医療教育委員会や全国地域医療教育協議会により，すべ

ついて話し合うこと，課題を共有することを目的に，京都

ての医学部における地域医療教育の標準化が提唱されてい

府立医科大学の医療倫理学教育と岩手医科大学における医

る３）が，今回のシンポジウムはその流れの一環として，教

事法教育の実際が報告された．京都府立医科大学では，瀬

育内容の標準化と独自性について議論することを目的とし

戸山晃一氏が 1 年生と 5 年生，大学院生の医療倫理を担当

ていた．

しており，医学生に医師になる過程で重要な科目であるこ
68 巻 1 号
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（報告者：並木温）

みより，ほぼ標準化された教育内容として，
（1）地域包括
ケア，
（2）在宅医療，
（3）予防医学，
（4）多職種連携，が存
在することが明確となった．一方各大学独自の取り組みと

おわりに

して，長崎大学が行っている社会福祉の視点を入れた医療

医学教育が範疇とする領域は人文・社会学系から人体，

モデル・生活モデルの融合教育，特に社会福祉系の学生を

医療のことはもちろん，地域包括ケアシステムの理解まで

入れた多職種連携教育は，今後重要性が増すものと思われ

多岐にわたる．領域が広いだけでなく，教育手法も従来の

た．また公衆衛生や社会医学の関連分野（医療財政など）

講義型に加え，TBL や PBL のようなアクティブ・ラーニ

や地域医療に関する諸法規は，国家試験対策としての側面

ングまで，これも多岐にわたる．我々はこれらに対応し，

もあるが，今後十分な教育が求められている分野であるこ

教育の質を上げる努力を続けなければならないと，改めて

とを認識した．さらに自治医科大学における地域の文化を

感じた学会であった．本稿の続きは「新しい医学教育の潮

学ぶことにより食文化と医療との関わりを知るプログラム

流 2019―第 51 回日本医学教育学会大会報告 2―〜卒後教

に見られるように，文化と医療の関わりを学ぶことは，地

育・分野別認証に着目して〜」にて報告をする．

域基盤型の医療を行う上で忘れてはならない視点であるこ
とを学んだ．
東京に存在する本学における地域医療教育においては，
独自性を発揮することはなかなか困難である．しかし前述
の標準化された教育内容は，人口の高齢化が進む今後の医
療において重要なキーワードであり，また都心部における
医療施設での実習でも学ぶ機会を提供することが十分可能
である．何よりも臓器別専門医療においても，常に地域医
療的マインドが必要であることをすべての学生が理解する
ことの重要性を，このシンポジウムを通して再認識するこ
とができた．

Conflicts of interest：本稿作成に当たり，開示すべき conflict of
interest（COI）は存在しない．
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