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報

告

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 2―
〜卒後教育・分野別認証を中心に〜
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：日本の医学教育が質的，制度的に大きな変化を求められているなか，本学においても必要な情報を
速やかに収集し，医学教育の改善を図る必要がある．本稿では，第 51 回日本医学教育学会大会で得られた
情報の中から，卒前・卒後教育，研修医・専門医教育における現状分析と課題について報告する．また，本
学も受審を控えている分野別認証に関する最新のトピックについて紹介する．
東邦医会誌 68
（1）
：10―14，2021
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はじめに
第 51 回日本医学教育学会大会が京都府立医科大学主管

シンポジウム 8
卒前・卒後医学教育の一貫性（Post-CC OSCE に注目し

の も と，2019 年 7 月 26 日（金）と 27 日（土）に 開 催 さ

て）

れた．
「『学ばんと欲すれば』―excellence をめざして」と

昨今，医学部教育と臨床研修の教育においてシームレス

いうテーマが示す通り，次の半世紀に向けた医学教育のあ

な移行を推進するという考え方から，卒前卒後教育の一貫

り方を中心に熱心な発表と討論がなされた．本稿は，卒前

性が重要とされ，さまざまな検討，議論がなされている．

教育を中心に医学教育の潮流を報告した「新しい医学教育

制度面では，2016 年度にモデル・コア・カリキュラムが

の潮流 2019―第 51 回日本医学教育学会大会報告 1―」の

改訂され，2020 年度には臨床研修制度の見直しがなされ

続きである．本稿では，臨床実習前客観的臨床能力試験

ており，卒前・卒後教育の大枠が整ってきた．本シンポジ

（Pre- Clinical Clerkship Objective Structured Clinical Ex-

ウムでは Post-CC OSCE に着目した討論が行われた．

amination；Post-CC OSCE）および臨床実習後客観的臨床

齋藤宣彦氏（医療系大学間共用試験実施評価機構）より

能力試験（Post-Clinical Clerkship Objective Structured

共 用 試 験 機 構 の 立 場 か ら，Pre-CC OSCE か ら Post-CC

Clinical Examination；Post-CC OSCE）の話題と研修医お

OSCE 開始に至るまでの経緯について述べられた．Pre-CC

よび専門医への卒後教育，分野別認証の話題を中心に報告

OSCE では安全への配慮，医療面接など診察技法を主体と

したい．

したものであったが，Post-CC OSCE では医学部卒業の可
否と臨床研修を開始するに足る能力の見極めとして考えら
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れている．実際に行うにあたり，医師の後輩を育成すると

評価と研修を促すための形成的評価がある．研修はコンピ

いう大切な義務を果たすため，ディスカッションを重ねる

テンシー（医師が有するべき能力）を修得することが求め

とともにトライアルも行われている．その中で，機構から

られ，評価はコンピテンシーの有無，程度を判定する事が

の指示・課題に頼らず大学のオートノミーを重視した形で

目的となる．コンピテンシーは医師として診療を任せられ

行うことが重要と述べられた．また，評価者についてもそ

るレベルの実践能力を意味しており，決して研修において

の水準を上げることが必要であり，医師の養成に参加する

「経験した」や「一回やってみた」，
「将来できるであろう」

という気概をもって大学と病院，すなわち卒前と卒後が協

という状態を研修修了としている訳では無い．個別の診療

力して進めてゆくことが必要であると述べられた．

活動を信頼できるレベルで実践できるかを判断する En-

望月篤氏（聖マリアンナ医科大学）からは卒前教育の代

trustable professional activities を妥当性の高い研修医評

表として，大学病院の立場から臨床実習の問題点や求めら

価として用い，社会に対し，医育機関はその責任を果たす

れる課題について述べられた．Pre-CC OSCE では臨床手

必要があるとされた．

技の正確さ，技能の適切さを評価するのに対し，Post-CC

福井次夫氏（聖路加国際病院）からは，新しい研修医制

OSCE では態度や倫理といったプロフェッショナリズムを

度の詳細な内容に関して報告があった．今回の見直しでの

含めた臨床能力の評価である．学生が試験対策としての形

最大の特徴として，到達目標・方略・評価が新たに作成さ

式的な診察法を学ぶのではなく，初期研修開始時に必要な

れていることがあげられる．到達目標は，A．医師として

臨床能力をきちんと持てるよう教員自身のスキルアップ，

の基本的価値観（プロフェッショナリズム），B．資質・

指導力の向上，評価者としての標準化などが必要であると

能力，C．基本的診療業務に関して Outcome-based Educa-

述べられた．

tion を意識した計 17 項目から構成されている３）．研修医の

清水貴子氏（聖隷福祉事業団）からは卒後教育の代表と

評価は，指導医の他，看護師などの医師以外の医療職を含

して，臨床研修病院の立場での意見が述べられた．1991

めた評価を定められた評価表を用いて，各診療科のロー

１）

年の「臨床実習検討委員会最終報告」や 2017 年に厚生労

テーション終了時に実施することとしている．研修医に対

働省より報告された「医学部の臨床実習において実施可能

し知識や技術だけを求めるのではなく，対人間関係能力や

２）

な医行為の研究」をふまえて，研修開始までに確実に習得

人格特性，態度，価値観などを重視した到達目標を設定し

しておいてほしい知識や技能とともに，現場にでたらすぐ

ており，その評価は現時点では患者は含まないものの 360

にプロフェッショナリズムが求められる世界に入ってゆく

度評価を意識したものとなった１）．

という心構えを医学部にいる間に学んでほしいと述べられ

高橋誠氏（北海道大学）からは，研修医の目標達成度評

た．特に，国家試験に Post-CC OSCE が加わることがそ

価に広く用いられている，オンライン卒後臨床研修評価シ

の自覚を促す助けになると考えられた．

ステム（EPOC）について，新制度のための準備状況に関

現在，入学直後から卒前，卒後，そして生涯学習に至る

して報告された．新たな EPOC2 では，
（1）QR コードを活

まで，到達すべき目標というのは徐々に整備され一貫した

用しスマートフォンで入力実施可能，
（2）360 度評価への

ものとなりつつある．医学教育を行う中で時にフィード

対応，
（3）ポートフォリオ機能を搭載，
（4）将来的には卒前

バックを加えつつ知識や技能の向上を図るのはいいが，そ

臨床実習や専門医研修との連携を視野にいれて開発されて

れにとらわれ過ぎず，実際に患者さんと対応するときの態

いるとのことであった．

度や心構え，その基盤となるプロフェッショナリズムにつ

望月篤氏（聖マリアンナ医科大学）から，自大学にて独

いても卒前・卒後，相互の教育において伝えてゆくことが

自に開発しているモバイルポートフォリオに関しての報告

重要であると認識させられた．

があった．特徴として，記録や評価だけでなく，省察や学
（報告者：原文彦）

シンポジウム 9
研修医の臨床実践における評価

習活動の証拠なども含めるものにしているとのことであ
り，すでに新制度への対応を前提とした準備を行っている
とのことであった．
2020 年 4 月には新制度に基づいた研修医の育成を開始

2020 年からの臨床研修制度にあわせて到達目標と評価

しなければならないが，本学では同時に医学部 5 年生の診

が大きく見直され，指導ガイドラインが更新される３）．研

療参加型臨床実習も開始される．卒前・卒後（初期研修・

修医の評価に関して，日本医学教育学会，学習者評価委員

専攻医研修を含め）の教育連携を深め，評価に関しての

会，卒後専門教育委員会の合同企画シンポジウムとして開

Faculty Development（FD）の開催（医師以外の医 療 職

催された．

を含め）が必要と考えられた．

田川まさみ氏（鹿児島大学）から，臨床能力評価の基本
的な考え方が示された．評価には，研修修了のための絶対
68 巻 1 号

（報告者：中村陽一）
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原

文彦 ほか

ワークショップ 3

特別講演

専門医と地域医療

JACME による医学教育評価の実施現状と展望

2019 年度，専門医機構に登録された専攻医 8615 名のう

2002 年の学校教育法改正に伴い，日本国内の大学は機

ち，総合診療を選択したものは 179 名
（2.1%）
にとどまり，

関別認証評価を 7 年以内の周期で受審が義務付けられてい

当初の予想に反し少なくなったのが実情である４）．本ワー

る．さらに，医学教育分野においては，2010 年の米国 Edu-

クショップでは，
「総合診療専門医」に焦点をあて専攻医が

cational Commission for Foreign Medical Graduates

モチベーションを持って「地域」で学ぶことが出来るよう

（ECFMG）通告５）を受け，国際基準に対応した医学教育の

にするためのディスカッションが行われた．

質保証を担保すべく，日本医学教育機構（Japan Accredita-

前野哲博氏（筑波大学）からは，初期研修医にとって「総

tion Council for Medical Education；JACME）が発足し，

合診療専門医」は，医師のキャリアとしての専門性が現段

医学教育分野別認証評価が実施されている．東邦大学医学

階ではいまだ不明確であり，自身のキャリアパスを想像し

部においても 2021 年度の受審が決定しており，受審に向

にくいことが指摘された．さらに，総合診療専門医を志す

けたタイムテーブルの作成と自己点検評価が急がれている

ものだけが，僻地医療を必修化されるなど「ネガティブな

（2019 年 8 月現在）．こうした中，認証評価の進捗状況，

印象」を与えている可能性も指摘された．
改善策として，
「専

現状分析ならびに今後の展望について奈良信雄氏

攻医

ファースト！」とすべく，アウトカムの明確化，核

となる教育と多彩な選択肢，キャリアパスの確立，研修プ
ログラムの充実，制度や支援体制を見直し，さらに卒後教

（JACME 常勤理事）より当大学としても参考とすべきご
講演があった．
冒頭，医学教育分野別認証評価発足の歴史と評価の現状
について説明があった．本認証評価は ECFMG 通告に適

育の拡充があげられた．
山田隆司氏（台東区立台東病院）
からは，超高齢化社会，

合することが目的ではなく，国際基準に基づいた評価を実

多死社会という社会構造の変化から，医療ニーズも専門医

施することで日本全体の医学教育の質を向上させることが

療から総合医療への転換が求められるとされ，総合診療医

重要であるとの確認があった．すなわち，すべての医学部

を増やすための方略が検討された．経過措置として日本医

が「医師として身に付けるべき知識，技能，態度教育を実

師会かかりつけ医総合型研修や移行措置として内科や外科

践し，適切に評価している」という教育の質保証が目的と

からの総合診療への転換やダブルボード型の専門医養成

なる．すべての医学部はこの目的に沿った自己点検と，そ

（内科，外科＋総合診療）がまずは指導者確保の観点から

れに基づく認証評価を 2022 年度までに受審し注釈），以後，
7 年以内の周期で再受審することになる．本講演日時点で

も求められるとされた．
白石吉彦氏（隠岐島前病院）からは，人口約 6000 人の

46 大学（トライアル受審 18 大学を含む）が受審済みで，

離島において，総合診療医が担う役割について報告された．

31 大学が適合と認定されている．これまでの認証評価の

50 床規模の病院であれば， 常勤医には総合診療的スキル，

結果を踏まえ，自己点検評価報告書に添付すべき最低限の

特に内科・小児科の他に運動器疾患への診療能力が求めら

資料の提示（Fig. 1）と，問題点について報告があった．

れる．100 床規模であれば，内科系総合診療医のみでは，

多くの大学で共通してみられる要改善事項として，①カリ

求められる医療を達成することは難しく，腹部外科医，整

キュラムの構造化（マイルストーンの設定，統合型カリキュ

形外科医，産婦人科医などの常勤医師の確保が必要である

ラムの推進），②能動学修のさらなる促進（e-learning の

とされた．

整備を含む），③臨床実習（プライマリケア，地域医療，

竹村洋典氏（東京医科歯科大学）からは，日本専門医機

救急医療）の充実，④学生の評価体制整備（形成的評価の

構における大都市圏での専攻医のシーリングや地域枠医師

有効利用），⑤研究能力の涵養，⑥医学部自身の PDCA サ

への研修体制について，総合診療医の立場からその必要性

イクル整備の 6 項目が挙げられた．さらに，医師として必

が報告された．

要となる能力（成果）の修得過程において，プロフェッショ

本学では，卒業生の多くは将来，地域医療を担うことに

ナリズム教育ならびに行動科学教育の充実が求められ，態

なり，いわゆる「総合診療医」
的な業務を行うことになる．

度評価においても信頼性と妥当性が担保された評価システ

各臓器別専門医や学位を取得し，地域に戻り活躍しようと

ムの構築が重要であると述べられた．また，日進月歩する

する医師に対する「再研修」プログラムを構築していくこ

医学知識のすべてを教育することは不可能であり，自ら学

とも，大学の卒後研修のひとつとして検討する必要がある

ぶ能動学修をより積極的に展開することの重要性について

と考えた．

言及された．求められている国際基準の方向性を我々も再
（報告者：中村陽一）

度認識し，東邦大学の医学教育を継続的に改善していく必
要がある．
東邦医学会雑誌・2021 年 3 月
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自己点検評価報告書に添付すべき資料

本学においても認証評価受審に向けた活動を本格的に開

ことができた．また，医学教育の変化は速く，定期的に情

始し，自己点検を実施する予定である．ここで要求される

報を収集する必要性を強く感じた．今後，得られた知見を

内容として，①「基本的水準」における項目を正確にデー

どのように本学の教育に活かせるのかを十分検討し，教育

タ分析すること，②分析結果に基づき，妥当性のある評価

の質を上げる枠組みや方略を考え続ける必要がある．

を行うこと，③評価と連動した 2 年程度の期間における対
応策を打ち出すこと，④本学の中長期的な将来像を描き，
これに対応すべく教育改善計画を立案すること，のすべて
を満たすことが本校の教育の質保証そのものとなる．来年
度にはすでに 2 巡目の受審を控えている大学 も あ り，
JACME による評価の視点も 2 巡目以降の評価体制の整備
に移っている．2021 年度の受審では既存の 1 巡目受審校
より高い精度の自己点検評価が要求されることを想定し，
本学教職員一丸となった行動が切望される．
注釈）本学では 2021 年 11 月に受審予定であったが，
COVID-19 の影響で 1 年延期となり，2022 年に受審する
予定である．
（報告者：小林正明）

ま と め
卒後教育は，研修医，専門医など様々なステージがある
ことに加え，本学は医学部としての分野別認証を 2021 年
に控えている．本大会を通して，様々な教育の示唆を得る
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