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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 2
今後に求められる多彩な医学教育
岸
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1）

東邦大学医学部医学教育センター

2）

東邦大学大学院医学研究科医学教育学講座

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：日本医学教育学会大会は年々参加者が増加し，わが国の医師，大学教員の医学教育に対する意識の
高まりを反映していると思われる．本稿では「第 48 回日本医学教育学会大会報告 1」に引き続き，2016 年
7 月に大阪で行われた第 48 回日本医学教育学会大会で議論された内容について述べる．
「地域医療教育の質
の追及と今後の展望」
「女性医学研究者のキャリア形成」について東邦大学（本学）の状況に言及しながら報
告する．さらに「今後導入予定である卒業時および研修医客観的臨床技能評価試験（Objective Structured
Clinical Examination：OSCE）現状と今後の展望」と，医学教育学会の開催に合わせて行われた「医学生シ
ムリンピックおおさか 2016」について報告する．
東邦医会誌 64
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索引用語：地域医療教育，女性医学研究者，客観的臨床技能評価試験，OSCE

１）
「保健医療 2035」
では

すべての人が安心していきいき

と活躍し続けられる社会をつくる 必要性が謳われており，
20 年先の保健医療システムを担える次世代型の保健医療
人材育成として，複数の疾患を有する患者を総合的に診る

報告する．

シンポジウム 7
地域基盤型医療教育の質の向上，展望を考える

能力や，予防，公衆衛生，コミュニケーション，マネージ

全国 81 医科大学で地域医療教育についての取り組みが

メントに関する能力などの涵養が必要であるとされてい

広がっている．2014 年度のアンケート調査によると，約

る．また，
「医療や福祉資格の共通基盤の整備」と「医師の

97％ の医科大学で何らかの地域医療プログラムと地域医

偏在等が続く地域における保険医の配置・定数の設定」な

療実習を設けるといった地域医療に関する教育を導入して

どが具体的なアクション例として明示されている．このよ

いた．しかし，実施場所や期間などは各大学で異なってお

うな流れのなかで本稿「新しい医学教育の潮流：第 48 回

り，内容には大きな違いがある可能性が高かった．また，

日本医学教育学会報告 2」では，地域医療の在り方や女性

教育の質を保証するためには，地域医療教育の充実には地

が活躍できる環境の整備，医学生の総合診療の力を育成す

域の医療施設も含めた教員開発（Faculty Development：

るための方略としての客観的臨床技能評価試験（Objective

FD）が必要であるが，実施しているのは 26 校と少ない状

Structured Clinical Examination：OSCE）の今後について

態であった．
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地域医療とは必ずしもへき地医療やいわゆる田舎での医

女性医師や看護師の臨床現場への定着，出産後の復帰が不

療ということではなく，個々の異なる地域に特有の医療で

十分であることも問題となっている．その原因として，男

ある．このような地域医療は，大学や基幹病院での教育の

女平等社会と言われている現在でも，育児や介護において

みで行うことは難しく，地域の現場でしか学べない．こう

は女性に多くの負担がかかり，仕事を続けるためには女性

したことから近年，地域の現場で行われる地域基盤型医学

は男性よりも過剰なエネルギーを使う必要がある．本学で

教育（Community Based Medical Education：CBM）が

は，平成 21 年度に文部科学省女性研究者支援モデル育成

注目されてきている．オーストラリアでは CBM が一般的

事業に採択され，男女共同参画室を開設した．この事業で

に行われており，医学生は大学病院を離れ，地域の病院で

「研究支援要員制度」
「病児保育室ひまわり」
「准修練医制度」

約半年の期間で診療科ごとではなく横断的にさまざまな

などをスタートさせ，平成 24 年には男女共同参画推進セ

２，
３）

疾患を診るような臨床実習が行われている ．医学生は，

ンターへと拡充，介護にまで対象を広げた．その成果が認

長期間地域に根ざした同じ病院で実習を行うことにより，

められ，平成 27 年には学外の機関と連携するダイバーシ

地域医療を理解するとともに技術や態度も向上し，医療

ティ事業に採択された４）．同様の取り組みが東京女子医科

機関にとり役に立つ存在に成長する．新潟県や三重県，石

大学でも行われており５），女性が仕事を継続できるように

川県などでは，4 年生で約 8 週間かけて現地調査をして地

するには，職場環境を整えるだけでなく，女性が継続的に

域医療に関する研究を行ったり，5 年生では大学から離れ

仕事を続けられる職場文化の醸成や継続する意思を持てる

地域の教育拠点病院とさらにその周辺の小規模の病院や診

ような女性の内面に対する働きかけが必須である．

療所で 1〜4 カ月間地域医療実習を行っていることが紹介

大学におけるキャリア形成とは，将来に必要な知識を得

された．一方，これらの教育の質を担保するために，大学

て技術を身につけ，自分の資質を知り，状況に応じた自分

から教員を配置する，地域で指導医や指導者を養成するな

なりの設計図が描けるようになることである．男女共同参

どのほか，テレビ会議システムを用いた遠隔地での症例検

画による女性支援はキャリアに対する支援であり，さらに

討会の実施，e ポートフォリオを導入した共通の評価シス

これを手助けする職業集団，仲間の理解と協力が必須であ

テムを構築するなどの環境整備も行っているとのことで

る．生物学的な性差はあるが，これを前向きに克服してい

あった．

くことが必要である．女性であっても強いプロフェッショ

今後，都心部でも高齢化が急速に進むことが予測され，

ナル意識を持ち，困難に対する高い対処能力があれば，必

地域に根ざした医療の実践の場として地域包括ケア（地域

ず活躍が可能である．近年設立された日本医療研究開発機

の包括的な支援・サービス提供体制）が推進されている．

構（Japan Agency for Medical Research and Develop-

東邦大学（本学）での CBM は数日間の見学型実習が行わ

ment：AMED）では，女性の活躍を目指して若手育成の

れているのみであり，地域や僻地医療実践のための基盤と

ほかに女性研究者育成に対する研究費の割り当てなどを

なる能力を養成する参加型臨床実習が行われているとは言

行っている．本学でも女性が活躍できる職場環境が今以上

い難い．横断的な医療を担える人材を育成するための地域

に整うことを熱望する．

医療実習施設や指導者の確保，システムの開発が急務であ
ると考えられる．
（報告者：吉原）

シンポジウム 10
女性医学研究者のキャリア形成について

（報告者：岡田）

シンポジウム 12
卒業時および研修医 OSCE の現状と今後の展望
臨床実習前共用試験の開始により，卒前教育では臨床実
習前 OSCE が広く浸透し，卒後臨床研修においても臨床

女性の社会における活躍は，職種を問わず推進していく

能力の評価法として OSCE が導入されている６）．そして，

必要がある．男女平等に対する教育は小学校における「男

平成 32 年には臨床実習後 OSCE の共用試験化が予定され

女仲良く協力をする」という社会性に関する学習から始ま

ている７）．これらの OSCE はそれぞれの段階での学生・研

り，お互いの人格尊重，男女協力などを高校までで学んだ

修医の能力を適切に評価することに加え，取得すべきコン

うえで，大学での男女を問わないキャリア形成教育につな

ピテンシーとして同一の方向性を有していることが求めら

がっている．医学の分野でも，平成 11 年に施行された男

れている．そこで，本シンポジウムでは卒業時 OSCE お

女共同参画社会基本法にのっとり，女性医学研究者養成に

よび研修医 OSCE の現状と展望について話題提供がなさ

力を入れるようになった．文部科学省の佐々木昌弘氏の報

れた．

告では，博士（PhD）を取得する女性は確実に増えている

岩手県立病院の高橋弘明氏から，県内全研修医を対象と

ものの，将来的に大学に残る学生は少なく，教授職などの

した研修医 OSCE８）に関する話題提供がなされた．開始当

教員職についている人材はさらに少ないのが現状である．

初は県独自の OSCE を実施していたが，近年は医学教育
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岸

太一 ほか

Table 1

シムリンピックのタイムテーブルと課題
時間
（分）

課題

Fig. 1
入口

課題①

腹部診察

待機
スタンバイ
競技室

10
3
10

課題②

循環器診察

待機
スタンバイ
競技室

10
3
10

課題③

医療面接と鑑別診断

待機
スタンバイ
競技室

10
3
10

課題④

救急蘇生

待機
スタンバイ
競技室

10
3
10

課題⑤

医療面接と基本手技

待機
スタンバイ
競技室

10
3
10

課題⑥

腎・泌尿器診察

待機
スタンバイ
競技室

10
3
10

課題⑦

呼吸器診察

待機
スタンバイ
競技室

10
3
10

課題⑧

救急患者対応

待機
スタンバイ
競技室

10
3
10

医学生シムリンピックおおさか 2016

学会臨床研修委員会からの支援を受け実施しているとのこ
とであった．次いで，佐久総合病院の青松棟吉氏より有志
による研修医 OSCE に関する話題提供がなされた．こち
らの OSCE も岩手県内全研修医 OSCE と同様，近年は医
学教育学会臨床研修委員会による支援のもとに実施してい
るとのことであった．最後に，医療系大学間共用試験実施
評価機構の齋藤宜彦氏から，臨床実習終了後 OSCE 実施
に向けたワーキンググループの活動状況について話題提供
がなされた．ワーキンググループでは，いわゆる Advanced
OSCE の見学や有識者からの意見聴取，卒業時に修得すべ
き臨床能力に関する調査，モデル課題の作成などが行われ，
現在は臨床実習後 OSCE 実施に向けた準備に取り組んで

医学生シムリンピックおおさか 2016
客観的臨床能力評価試験の将来像を考える
3 年前から日本医学教育学会では，
「シミュレーション教

いるとのことであった．これらの話題提供の後の議論では，

育の理解と普及をはかること及び医学生の臨床能力を客観

評価の妥当性や課題作成のためのブループリントの公表な

的に評価するシステムを確立すること」を目的として「医

どに関する活発な議論がなされた．

学生シムリンピック」を，日本医学教育学会大会にジョイ

本学では共用試験臨床実習前 OSCE に加え，臨床実習

ントして開催している（Fig. 1）．今回のシムリンピックは，

後 OSCE も実施し，学生の臨床能力を評価している．ア

これまで参加 12 医学部 36 名であったものが，16 医学部 48

ウトカム基盤型教育の観点から見れば，両 OSCE で評価

名の医学生（男性 36 名・女性 12 名，5 年生 15 名・6 年生

されるコンピテンシーの方向性は同一である必要がある．

23 名）と増加し，学生のモチベーションの高さがうかが

本学の今後の臨床実習後 OSCE が共用試験 OSCE の延長

われた．見学者も 21 医学部から 29 名の教員だけでなく，

上にあるものであるか，関係教員による検討が必要なので

読売新聞や医学書院といったマスコミ関連の参加もあり，

はないかと感じた．

医学生だけでなく多方面から注目が集まっている行事であ
（報告者：土井，岸）

ると思われた．
シムリンピックの実技ステーションは 8 ステーションで
構成され，すべてのステーションが医療面接と手技を行う
ようシナリオが設定され，医学生が卒業時に求められる能
東邦医学会雑誌・2017 年 3 月
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９）
力（知識・技能・態度）
を測定する課題内容であった．競

を目指していく必要があり，今後の医学教育の改善を続け

技時間は 1 ステーションあたり，スタンバイ（課題確認時

ていく必要があると思われる．

間）に 3 分，試験時間が 10 分であり，総競技時間 184 分
であった．タイムテーブルとともに各ステーションで行わ
れた内容を Table 1 に示す．学生のパフォーマンスは，ほ
とんど全ての学生が臨床実習で修得した能力を存分に発揮
していたと感じられた．本学の意欲のある医学生にもぜひ
参加してもらいたいと願う次第である．
本学の臨床実習後 OSCE も医学生が卒業時に求められ
る総合的な診療能力を評価する目的で実施されているが，
各ステーションに費やす時間は 23 分，カルテ記載に 20 分
と，シムリンピックと比較するとかなり長い時間である．
現時点では不明瞭な点は多々あるが，将来全てに医学部で
の実施が義務付けられる卒業要件としての臨床実習後
OSCE の試験時間は 1 ステーションあたり 15〜20 分程度
と言われている．シムリンピックで実施された競技内容は，
今後の本学の臨床実習後 OSCE のあり方を考えるうえで
非常に示唆に富むものであった．また，このような手技評
価試験
（競技）を参考に本学の臨床実習の内容をブラッシュ
アップしていく必要があると思われた．
（報告者：廣井）

おわりに
医学教育は，医学生が卒業後，社会で活躍する 15〜20
年先の社会の情勢を考慮しつつ，カリキュラムを考え，そ
こにある日本の姿をイメージし大局的な視野をもって課題
に取り組んでいく必要がある．
「保健医療 2035」では「量
の拡大から質の改善」，
「患者の価値中心の医療の実践」
「保
，
健医療の当事者による自律的，主体的なルールづくり」
，
「キュアからケア中心の医療」
「発散から統合を目指した医
，
療」といった新しい考え方への転換が求められている．本
学でもこのようなパラダイムシフトに対応できる人材育成
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