東邦大学学術リポジトリ

タイトル

公開者

新しい医学教育の潮流2016-第48回日本医学教育学会大会報告1:質的議
論へと向かう分野別認証評価
New stream of the medical education 2016: The qualitative discussion
for WFME Global Standards for quality improvement of medical
education
岸, 太一 / 中田, 亜希子 / 吉原, 彩 / 岡田, 弥生 / 土井, 範子 / 藤代, 健太郎 /
並木, 温 / 佐藤, 二美 / 廣井, 直樹
東邦大学医学会

発行日

2017.3

ISSN

00408670

掲載情報

東邦医学会雑誌. 64(1). p.30-33.

資料種別

学術雑誌論文

内容記述

資料

著者版フラグ

publisher

JaLCDOI

info:doi/10.14994/tohoigaku.2016.035

メタデータのＵＲＬ

https://mylibrary.toho-u.ac.jp/webopac/TD50468674

別タイトル
作成者（著者）

３０（30）

資

料

新しい医学教育の潮流 2016：第 48 回日本医学教育学会大会報告 1
質的議論へと向かう分野別認証評価
岸
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3）

東邦大学医学部卒後臨床研修/生涯教育センター
4）

東邦大学医学部解剖学講座生体構造学分野

要約：日本医学教育学会（本学会）大会では，全国から医学教育に携わる教員が集まり，活発な議論が毎
年なされている．第 48 回となる 2016 年の本学会大会は 7 月に大阪医科大学で開催され，東邦大学（本学）
からも医学教育に携わる教員が多く参加した．ここ数年，2023 年問題に端を発した分野別認証への対応に
関する議論が盛んに行われてきたが，
その議論の内容も質的なものへと変化してきているように感じられた．
本稿では，グローバルスタンダードに関連する 2 つのシンポジウム，
「グローバルスタンダードに適う入学者
選抜を目指して：医学教育分野別評価における課題と改善」と「医学教育のグローバルスタンダードにおけ
る大学の独自性」について本学の状況に言及しながら報告する．さらに「プロフェッショナリズム教育の充
実」
「医学教育学会に求められる課題」などについて報告する．
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わが国の医学教育において，2023 年問題に端を発した

ローバルスタンダードに関連するシンポジウムとプロ

分野別認証への対応が喫緊の課題であることは論をまたな

フェッショナリズム教育の充実，本学会に求められる課題

い．しかし，現在の医学教育が抱えている課題はそれだけ

について報告する（Fig. 1）．

ではない．医療における 2025 年問題では，総合診療能力
を有する医療システムの変革に適応できる医師の養成や，
グローバル化に伴って増加する滞日外国人の診療ができる

シンポジウム 1
グローバルスタンダードに適う

ための国際性を有した医師の養成，情報通信技術の進展に

入学者選抜を目指して：

よる医療の変化に適応できる医師の養成なども課題として

医学教育分野別評価における課題と改善

挙げられる．医学部教員はこれら多くの課題を認識し，教
育を実践していかなくてはならない．
2016 年の第 48 回日本医学教育学会（本学会）大会は大
阪医科大学の主催により開催され，全国から医学教育に携
わる教員が集って，活発な議論がなされた．本稿では，グ
1, 2, 3, 4）〒143―8540 東京都大田区大森西 5―21―16
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高大接続改革１）および分野別認証の観点から，入学者選
抜は医学教育における重要性を増している．今回のシンポ
ジウムでは以下の 3 点に関する話題提供がなされた．
①「国際基準に基づく医学教育評価からみた
入学者選抜」
受付：2016 年 12 月 6 日，受理：2017 年 2 月 10 日
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のアンマッチが見られたという問題点について報告がな
された．
本学もアドミッションポリシーの明確化とともに，Multiple Mini Interview 形式の面接試験導入や小論文試験の
廃止，基礎学力試験の導入，特別選抜入試における適性試
験の導入など，入学者選抜の改善に取り組んできた．今後
は本学の入学者選抜に対する評価，それに基づいた改善に
関する検討が必要であることを認識したシンポジウムで
あった．
（報告者：岸）

シンポジウム 14
医学教育のグローバルスタンダード
における大学の独自性
医学教育の分野別質保証は，世界医学連盟（World Federation for Medical Education：WFME）の評価基準をも
Fig. 1

第 48 回日本教育学会大会

とに行われている．この基準は 1988 年に出されたエジン
バラ宣言３）が基本になっており，① 医学部は病院だけでな
く地域の健康資源を含め医学教育の場の多様性を図る，②
利用可能な資源を使ってその国の健康課題に沿ったカリ

主要先進国の医学部の入学者選抜についての報告があ

キュラムを策定する，などの卒前医学教育の目標が掲げら

り，ドイツの入学者選抜が興味深かった．ドイツでは

れている．2005 年に示された世界保健機関（World Health

Abitur（大学進学資格試験）の点数が基準に満たない

Organization：WHO）および WFME による Guideline for

場合に待機期間を設定し，その間に医療機関でのボラン

Accreditation of Basic Medical Education４）では，その国の

ティアなどをすることで医学部入学が認められる制度が

実情に合った医学教育プログラムの評価基準の策定の必要

あるとのことであった．待機期間中に医療現場に身を置

性が示されている．わが国における医学教育モデル・コ

くことで，医師という職業を理解し，自身の適性を考え

ア・カリキュラムには，教育する知識の肥大化に対する学

ることができる点は非常に良いと感じた．また，試験制

習者のニーズと，どの大学で教育を受けてもある一定の能

度に関して，欧米では個別学力試験を課しているところ

力があることを社会に担保しようとする教育者のニーズだ

は少ない点は日本との違いを感じた．

けではなく，高齢者医療や地域医療といった社会や公共の

②「センター試験から見る新テスト構想の課題」

ニーズが含まれており医学部の社会的責任はそれらに基づ

3 月に公表された高大接続システム改革会議最終報告

いている．そのような背景を考えると，それぞれの医学部の

の内容と今後の作業が報告された．来年（2017 年）の 4

使命は異なるはずである．使命が異なるならば，各大学は

月には，対象教科・科目の出題内容および範囲，
記述式・

現在改訂中の医学教育モデル・コア・カリキュラムに示さ

英語の実施方法および時期，成績表示，正式実施までの

れている共通した医師に求められる能力に独自性を加味し

スケジュール等の大学入学希望者学力評価テスト
（仮称）

て，特色のあるカリキュラムを作成することが必要である．

の実施方針が公表されるとのことであった．一方，記述

愛媛大学の小林直人氏は，基調講演「原点に還る〜医学

問題の導入に関しては，現時点ではまだ明確な方向性が

教育者に求められること〜」において，医学教育の重要な

示されず，やや消化不良の感が残った．

点は「継続性が重要である教育において，そのシステムは

③「入試における問題解決能力：高知大学 KMSAT
の報告」

特定の個人に依拠してはならない」，
「人が人を育てるとい
う原点に立ち返り，学生に最大限の影響を与えるべく努力

高知大学医学部で平成 4〜23 年まで実施されていた

する」ことであり，その上に「大学の独自性」があると語っ

２）
Kochi Medical School Admission Test（KMSAT）
をも

ていた．われわれは東邦大学の独自性を語る前に，継続性

とに話題提供が行われた．KMSAT は Medical College

のある本学の教育システムの構築ができているだろうか，

Administration Test（MCAT）をベースに高知大学で

学生 1 人 1 人に対して真摯に向き合っているだろうか，と

開発されたものであり，学力の三要素を含んだ評価であ

考えさせられる講演であった．今後，本学の独自性を明確

るという利点と入学して欲しい学生像と実際の入学生と

化するために，教職員だけでなく学生も含めた，教育に関
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Table 1

シンポジストの野村英樹氏が提示した道徳性
（Haidt が提唱した道徳性）

太一 ほか

生活の
経済的
忠誠
権威
神聖
自由
自由
⎭――――⎬――――⎫
医師が発揮してきた道徳性はこれら 3 つと考えられる
保護

公正

シンポジウム 4
医学教育学会に求められる自律のあり方
医学教育学会が「倫理性」について対外的な説明責任を
どうするかを考える時期にきている．
「自律」をキーワード
に，今後のあり方を議論するシンポジウムであった．
熊本大学文学部の田中朋弘氏から，専門職（プロフェッ

する幅広い議論と実践の必要性を強く感じた．
（報告者：藤代）

ショナル）とは ① 社会から信頼を受け，その能力を社会
のために還元する職種である，② 専門職の倫理は非専門
職の倫理とは異なり公益性・道徳性・専門性を満たす態度

シンポジウム 2
わが国でプロフェッショナリズム教育は
進んでいるか

が求められる，③ 専門職は「役割責任」があり「一般責
任」とは異なる，④ 専門職の自律性は「クライアントの
自由な選択の尊重」を基本にあるべきであることなどが話

「わが国でプロフェッショナリズム教育は進んでいるか」

された．弁護士は弁護士法に基づいて「弁護士自治」がな

というテーマのもと，
「医師が持つべき基本的価値観」の教

されており，高度な自律性が保たれている点が医師とは異

育について，いくつかの切り口での発表と討論がなされた．

なる．現在，倫理に関する教育は，法科大学院では必修科

① アウトカムの視点から米国医科大学協会（Associa-

目であり６），弁護士は 10 年毎の倫理研修受講７）が義務付け

tiom of American Medical Colleges：AAMC）で謳われ

られている．しかし，不祥事が後を絶たないのが問題であ

ている Entrustable Professional Activities（EPAs）の

ると川嶋和浩氏から話があった．NPO 法人ささえあい医

日本への適用可能性について言及があった．また，教育

療人権センター COML の山口育子氏からは，非医療者は

内容の視点から，学生が基本的な概念を理解しコンピテ

医療者に対して知識・技能の評価はできないので，態度へ

ンシーの細部に終始するのではなく，プロフェッショナ

の要求が多いという前提で「医学生に求めるものはなにか」

リズムについて考え続け，振り返り，自らの変容を促す

という話があった．入学時には「人間性」
「誠実さ」の基本

こと（規範からナラティヴへ）が重要であると同時に，

は身についているはずである．そのうえで，①「できるこ

教育者は教育実践を共有することが大切であるとの意見

と」と「していいこと」を見定める，② 判断・決断する

が述べられた．

際の基準を明確にする，③ 問題を察知して踏みとどまる

② アウトカム基盤型学習を念頭においた教育では，

力を身に付ける，④ 優先順位の見極めをする，という態

目標に支配され，道草や周りの景色を見る余裕がなく

度を涵養することが倫理観の向上につながるのではないか

なってしまうという弊害があること，そして「助け，助

と話があった．日本医学教育学会に求める「自律」とは，
「問

けられながら進む」という新しい専門家像が提示された．

題点の洗い出し→常に改善する姿勢→必要に応じて新たな

③ 道徳性の視点から，社会的互恵関係
（社会契約）を含
め，医師という専門家の職業道徳が提案された
（Table 1）
．

対策を講じる」組織のあり方であろうとまとめていた．
最後に，本学会鈴木康之理事長から「自律」を主題とし

プロフェッショナリズム教育は，医学部で示された教育

たこの議論はプロフェッショナリズム教育に通じると思わ

分野のすべてに関連しており，わが国でその教育は「少し

れること，また，医療人は仲間を教育していくというマイ

ずつであるが進んでいる」という結論であった．セッショ

ンドが備わっていると思うが，それをどう展開していくか

ンの中でも語られていたように「プロフェッショナリズム

を考える必要があり，今後教育に興味のある集団として深

教育」が浸透していることは間違いない．しかし，これら

く考える必要があるとの話があった．

の教育の成果が社会へのインパクトとして表出してくるの

このシンポジウムから，
「医療と医療者教育の領域は常に

はまだ先であろうと思われる．現時点では今回の大会の他

社会から注目されている」，
「自らの姿勢を自省的に振り返

のセッションで論じられているような

る組織と個人でなくてはならない」ことを感じた．東邦大

医〜専門医〜生涯教育

卒前〜卒後〜研修

を縦貫した教育や各ステージでの

学の一員としてそうありたいと願う次第である．

効果的な教育・評価法を討議していく必要があると思われ
る．宮田によれば，プロフェッショナリズム教育に関する
コンセンサスはまだ形成されていないという５）．
「美徳・行
動・アイデンティティ形成」の 3 種の枠組みがあることも，
教育のアプローチを難しくしている一因に思われた．
（報告者：中田）

（報告者：廣井）

シンポジウム 11
新たな専門医制度で，医学教育学会に
期待されるものは何か？
平成 29 年度での導入が予定されていた新・後期臨床研
東邦医学会雑誌・2017 年 3 月
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（33）３３

れ，外形的な議論から，質的な議論へと軸足が移動してい

予定通りの開始は見送られることになった．専門医制度を

る．本学でも 2016 年度より分野別認証に準拠した新しい

論じる際には，制度が医療や社会に及ぼす影響を考慮する

カリキュラムが動き出しているが，教育の実践という視点

ことが当然ではあるが，ともすると論点がその視点からだ

で見ると質的充実を推進するとともに，その評価について

けになり，本来の「いかにして専門医を育てるか」という

も適切に実施する必要がある．
『新しい医学教育の潮流：第

教育的な論点がぼやけてしまう８）．本シンポジウムのタイ

48 回日本医学教育学会報告 2』では，地域医療や客観的臨

トルは「医学教育学会に期待されるものは何か？」
ではあっ

床技能評価試験（Objective Structured Clinical Examina-

たが，内容的には「どのような教育的視点から専門医制度

tion：OSCE）におけるトピックスを中心に報告する．

は検討されるべきなのか？」，
「教育部門が行うべきことは
何か？」であり，今後本学における新・専門医制度構築を
考えるうえで多くの有益な示唆を得ることができた．
専門医制度においてまず検討すべきことが ① プログラ
ム開発，② 指導医育成の 2 つであることは，卒前臨床実
習や前期臨床研修と同様である．専門研修指導医に求めら
れる資質には診療能力と教育・指導能力があり，専門医研
修プログラム責任者にはプログラム開発能力，プログラム
管理運営能力，プログラム改善能力，教育法と評価法の知
識，教育実践能力，が求められる．また，新・専門医制度
では第三者機関が研修施設に赴き研修状況を確認するサイ
トビジット（現地調査）が重視されている．各診療科だけ
ではなく，施設全体として研修状況を把握し，問題点の抽
出と改善に取り組むことが必要であり，各施設の教育部門
が大きく関与して対応をする必要がある．
今後，教育部門には，全ての領域に共通する専門医研修
共通講習会プログラムの開発と専門医研修プログラム責任
者および専門研修指導医に対する教員開発（Faculty

De-

velopment：FD）の企画・開催が求められる．現在本学
では初期臨床研修指導医に対する FD が行われているが，
卒前臨床実習と専門研修についての FD の開催はまだ検討
をしている段階である．医学部教育から専門医教育まで，
つながりのある FD を今後企画していくことで，本学にお
ける医学教育の活性化が期待される．しかし，それぞれの
内容の整合性と順序性を十分に検討する必要がある．
（報告者：並木）

おわりに
国際基準に基づいた分野別認証評価への準備が進むにつ
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