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三．教育内容・方法 

 
Ⅰ．医学部医学科の学士課程の教育内容・方法 

 

１）教育課程等 

［到達目標］ 

この大項目の到達目標は、「１．理念・目的等」で述べた本学の教育理念および一般目標

の達成である。そのために、本学がこれまで培ってきた医学教育への先駆的な取り組みの

経験を踏まえるとともに、本学の教育資源を最大限活用する。さらに急激な医学や医療の

変貌に配慮しつつ、特色ある医学教育を提供する。 
 

１．医学部医学科の教育課程 

(1) 教育目標を実現するための学士課程としての教育課程の体系性（大学設置基準第 19 条

第 1項） 

［現状の把握］ 

 本学では、1996 年度に実施したカリキュラムの大改訂の際に 6 年一貫教育を導入すると

共に、それまで講座によって実施されてきた卒前教育をコース･ユニット制によって再編成

した。 
 本学のコース・ユニット制におけるコースは授業科目の大分類に相当し、6 年間に後述

の 11 コースが配置されている。コースには、1 学年で完結するものと、複数学年にまたが

るもの、あるいは 1 年次から 4 年次あるいは 6 年次まで継続的に配置されるものがある。

また、内容や実施時期によりローマ数字をつけて区分されるコースがある。各コースには、

授業科目に相当するユニットが配置されている。ユニットを構成する授業は、講義、演習、

または実習からなる。ユニットの中には、講義、演習、または実習だけから構成されるも

のもある。 
 各コース・ユニットには責任者が置かれる。コース責任者は大学が直接任命し、コース

責任者が講座の枠を超えてそのコースのユニット責任者を任命し、さらにユニット責任者

が最適な授業担当者を選定するという体制によって、講座の枠を超えて組織される。各コ

ース・ユニットでは、随時教育内容について討議しながらカリキュラムを遂行する。コー

ス責任者およびユニット責任者は、担当コース・ユニットの一般学習目標と行動目標を、

具体的な教育内容と共に「講義予定表および実習概要」（授業要綱）として明示する。 
 大学のカリキュラム委員会は、統合型カリキュラムとしての体系性に留意しつつ、教育

内容を常にチェックし、必要な改善を勧告する。さらに、2 年次後期以降の主要なコース

では、総括評価として総合試験が実施される。総合試験は総合試験委員会によって統括さ

れ、各試験問題が相互レビューによって吟味される。 
 本学の教育課程を構成する 11 のコース、すなわち「医学総論」、「総合教育」、「外国語」、

「生命基礎科学」、「基礎医科学」、「臨床基礎医学」、「社会医学」、「研究室配属」、「医療情
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報・EBM」、「臨床医学」、「選択実習」の配置は図１の通りである。これらのコースは本学

独自の観点から構成されており、基礎教育、倫理教育、専攻に関わる専門の学芸、一般教

養的授業科目、外国語科目などと必ずしも 1 対 1 に対応しないが、コースの具体的内容は、

以下の(2)～(5)項のうち最も関連が深い項において説明する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１．教育課程におけるコースの配置 
［点検・評価］ 

長所 

 本学のカリキュラムの中心となる専門教育は、個体レベルから器官系別を経て再度個体

レベルに統合される教育内容が、基礎医学と臨床医学の各々において配置された二層構造

である。ここに様々な形の関連科目が組み合わされ、全体として順次性に配慮した統合型

カリキュラムで構成されている。コース・ユニット制は、このカリキュラムの成り立ちを、

学習者と教育担当者双方にわかりやすく呈示するのに大きな役割を果たしている。 
 また、本学のコース･ユニット制は、単に教育内容の体系だけでなく、その実施体系でも

あることが大きな特徴である。コース・ユニット制により教育内容を大学（教学委員会、

カリキュラム委員会）が直接管理し、必要な場合には改善を勧告することが可能である。

毎年度公開される「講義予定表および実習概要」（授業要綱）に全てのコース・ユニットの

一般学習目標と行動目標を含む具体的な教育内容が明示されており、学習者と教育担当者

双方にとって高い透明性が確保されているとともに、医学科全体・コース・ユニット各段

階の教育目標の体系性、整合性を相互評価することができる。さらに、総合試験は総合試

験委員会によって統括され、試験問題が相互レビューによって吟味されることによって、

高い客観性が保たれている。 
問題点 

① 現在ほとんどのコースは、半年または一年の枠の中に配置されている。このため、教育
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内容の変化に伴って、コース間の比重や、その適切な順序が変化するような場合に柔軟に

対応することが難しい。具体的には、6 年次の教育日程の前倒しや臨床教育に加わった新

たな教育内容のために、4～5 年次のカリキュラムが膨張し、さらに拡充が求められている。

さらに地域医療との関連が強くなった社会医学を臨床医学と並行した時期に実施するのが

適当である。このため、臨床医学の開始を前倒ししようとしても、一度に半年以上前倒し

することは極めて困難である。 
② 原則としてコース単位で履修認定がなされ、各学年の全コースの合格が進級要件となっ

ている（単位制）。しかし、半年で完結するコースの不合格のために進級できない場合、残

りの半年間は通学する必要がないために、結局学力が不足してしまうことがある。また前

期で終了するコースの合否判定が進級判定と同時に行われることに対して、学生から変更

を求める希望がある。 
③ コース・ユニット制による教育実施体制は、講座の枠を越えた柔軟な人材配置や、教育

の透明性、客観性をもたらすが、講座に比較するとゆるやかな教員組織であるために、教

育担当者間の緊密な連携、意思疎通、問題点への迅速柔軟な対応が必ずしも万全でない。

特に、医学科全体・コース・ユニット各段階の教育理念や目標を、個々の教育担当者が十

分把握していないことがあり、例えば器官系別の統合型科目において、機能と構造の関連

が軽視される場合などがある。 
④ コースによっては、その内容が非常に大きく、コース責任者が管理・運営のために費や

す労力が膨大であり、コース全体のきめ細かい管理ができないという問題が生じている。

特に、医学専門教育における器官系別統合型コースは、含有するユニットの数も多く、コ

ース責任者の負担が大きい。負担の大きいコース運営は、事務部門である学事課が十分支

援しているが、教育内容に踏み込んだきめ細かな管理や、自己点検・評価を活かした改善

をコース責任者が主導するにはいたっていない。 
⑤ 本学のキャンパスが西新橋校と国領校に分かれていることによりカリキュラム上の制

約がある。現在 1 年次は国領校で、2 年次以上は西新橋校で教育を行っているが、相互の

移動には片道 1 時間以上かかるため、学生や教員をカリキュラムに合わせて柔軟に配置す

るには限界がある。例えば、生命基礎科学（自然科学）や人文・社会科学の一部を 2 年次

以降に配置したり、専門科目や医療とつながりが深い医学総論を 1 年次に配置したりする

ことには限界がある。また、国領校における演習や、少人数編成授業の教員確保に困難を

きたしている。また両キャンパスの教員間の連携や意思疎通は、個別にみると改善の余地

がある場合がある。 
⑥ カリキュラムは、教員・学生・卒業生などへのアンケート、モデル・コア・カリキュラ

ムへの対応状況調査、国家試験合格率などによってモニターしている。しかし、カリキュ

ラム自体が毎年少しずつ変わるだけでなく、教員、入学者の質、国家試験や臨床研修のス

ケジュールや内容など、学内外の状況は常に変化している。この中で、カリキュラムの善

し悪しを評価し、現実的な時間内にカリキュラム改善に反映させるための有効な方法が確

立されておらず、カリキュラムの“改良”は、カリキュラム委員や教学委員の経験に基づい
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た主観に依存している。 
 
［改善策］ 

① コースの枠組みを、半年または一年に限定しない柔軟なカリキュラム編成を検討する。

4 年次の教育内容の増大に対して、1 回の授業時間（現在 90 分）の短縮、1 日 5 時限制の

導入、現在授業が行われていない土曜日の活用などを検討する必要がある。ただし、教育

内容の無制限な増大に対しては、自己学習や課外活動を支援する上で、十分な配慮が必要

である。さらに、本学の教育課程の体系性そのものを継続的に自己評価し、大規模な改革

の準備をする必要性がある。このために、2007 年度よりカリキュラム自己点検・評価委員

会が具体的活動を開始した。 
② 現在のコース単位での履修認定は合理的であるが、教育効果を優先して考えると、各学

年の必修科目全てに合格することを進級要件とし、進級できない場合はその学年の必修科

目全ての履修を必要とする方式（学年制）に変更する方がよいかもしれない。今後変更す

るかどうか検討を行っていく。 
③ コース・ユニット制による教育実施体制の問題点は、主に意思疎通の不足であり、教育

担当者会議を開催して問題意識を共有するのが有効である。しかし実際には勤務地が異な

ることもあり、全員が集まるのは容易ではない。そのような場合でも、コース責任者、ユ

ニット責任者はリーダーシップを発揮し、教員間の連携に努め、各レベルの教育理念・目

標が個々の教育担当者に浸透するように努めるようにする。学生による教育評価等に対す

るユニット責任者の責任を明確化するとともに、コース・ユニット責任者による教育担当

者の評価システムを導入すれば、この問題の改善に有効であると考えられる。また、教育

担当者に教育理念・目標を伝える機会として、カリキュラム委員会、教学委員会が開催す

る教育に関する Faculty Development、医学教育セミナー、カリキュラム特別検討会、お

よび年 1 回のカリキュラム編成会議をさらに活用する。 
④ 内容が特に大きいコースについては、コースの分割や、集団体制によるコース運営を検

討する。 
⑤ キャンパス分離の問題は、学部・大学院教育、研究、診療にまたがる将来構想の中で検

討されるべき問題であるが、医学科の教育課程上は、西新橋に教育施設を集約して 6 年間

の教育を行う利点は大きい。一方、西新橋に医学科を集約した場合、学生は初年度から都

心の大学・病院で 6 年間を過ごすことになる。西新橋のキャンパスはスペースの制約から、

学生の福利厚生施設や運動施設が不十分で、周囲の環境も国領キャンパスに劣る。当面の

対応策としては、国領校と西新橋校それぞれに本拠を置く教員間でさまざまな場での教育

交流を促進すること、国領校に隣接する附属第三病院の教職員の教育参加を促進すること

が有効であり、具体的な方策が議論されている。また、近隣の医療施設の医師による教育

参加を促す方策を模索することも重要である。 
⑥ 2007 年度から、カリキュラム自己点検・評価委員会において、カリキュラム評価の方

法論の検討を始めたが、よい解決策は見つからない。少なくとも、カリキュラム委員や教
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学委員ができるだけ妥当な判断をできるように、Faculty Development を充実させ、他大

学との教育交流を深めることが重要である。 
 

(2) 教育課程における基礎教育、倫理性を培う教育の位置づけ 

［現状の把握］ 

A. 基礎教育（準備教育） 

 医学教育における「基礎教育」は、広義には専門科目以外を全て包括するものと捉える

ことができるが、ここでは後に別項目として述べる一般教養的授業科目を除外し、医学の

専門科目学習のための準備教育に限定して説明する。 
 本学における準備教育は、主にコース「総合教育」の一部と「生命基礎科学」が担当し、

いずれも 1 年次に 1 年間かけて履修する。 
 コース「総合教育」は、人文科学、社会科学、日本語表現法、数学、および教養ゼミの

各ユニットから構成される。このうち、コミュニケーションを扱う日本語表現法は準備教

育の意味合いが特に強い。しかし、人文科学、社会科学は、人間性や倫理的判断力を養う

とともに、患者の文化的、社会的背景を理解し、それを医療の現場に活用する能力の養成

を目的とする点で準備教育の側面を持つ。また、数学は論理的思考の裏付けとなる一般教

養と、統計学を介して医学・疫学につながる準備教育としての両面を意識して教育されて

いる。人文科学、社会科学、教養ゼミでは少人数編成の演習形式がとられる。また、人文

科学、社会科学、日本語表現法は、看護学科との共修科目である。 
 コース「生命基礎科学」は生命現象を理解するための自然科学の統合カリキュラムであ

り、生命科学に関連のある物理学、化学、生物学の内容を講義、実習を通して学習する。

また、入試で選択しなかった理科の 1 科目を「自然科学入門演習」として集中的に学習す

る機会を設けている。 
 これらの 2 コース以外にも、基礎教育に相当する内容が教育されている。例えば、1～2
年次の「医療情報・EBMⅠ～Ⅱ」におけるコンピュータリテラシーや基礎統計学、2 年前

期の「基礎医科学Ⅰ」、3 年前期の「臨床基礎医学Ⅰ」における行動科学、および 1～4 年

次の「医学総論Ⅰ～Ⅳ」のそれぞれ一部は、基礎教育に相当する。以上の教育課程を合わ

せると、「医学・歯学教育における準備教育モデル・コア・カリキュラム」の内容をほぼ網

羅している。 
 
［点検・評価］ 

長所 
 本学では 1996 年度に 6 年一貫教育を導入して以来、医学教育における基礎教育では、

単なる知識の習得よりも、学習態度の涵養と能力開発を重視する考えが浸透した。このた

め、講義に偏ることなく、演習・実習形式の授業を大幅に取り入れてきた。2002 年度には

さらに低学年を中心としたカリキュラム改訂を実施し、基礎教育の少人数編成化を中心と

して 1 年次教育の充実を図った。少人数化の主体は、一般教養科目と外国語であったが、
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これらを通じて生涯学習にとって重要な学習技能の基礎である、能動的学習態度への切り

替え、課題探索、問題解決、グループ学習、批判的思考の各能力の開発に適した環境が整

備された。さらに本学独自の看護学科との共修科目は、多職種連携につながる看護学生と

の相互理解を育む貴重な機会となっている。 
 自然科学に相当する「生命基礎科学」では、教育内容を準備教育モデル・コア・カリキ

ュラムの項目と、生命科学に関連のあるテーマに絞るとともに、実習の比重を思い切って

大きくしている。実習は物理学、化学、生物学それぞれ半期週 1 回 4 時間行われる。また、

本学の入試の理科は 2 科目選択であるため、選択外の 1 科目を「自然科学入門演習」とし

て集中的に学習する機会を設けている 
 基礎教育としての行動・心理学は、3 年前期のコース「臨床基礎医学Ⅰ」の行動科学、

および 1～4 年次の「医学総論Ⅰ～Ⅳ」の演習の中に配置し、基礎医学から臨床医学に移行

する過程で学べるように配慮している。 
 基礎教育は、特に学生一人ひとりの能力に合った指導が求められる。国領校の専任教員

は小規模編成の利点を活かし、課外においても十分な学生支援を行っている。 
問題点 

① 医学科に入学したばかりの学生にとって、基礎教育は医学や医療との関連がわかりにく

いところがあり、一部の学生は学習意欲が低下してしまう場合がある。 
② 多くの学生は、1 年次の間に継続的な自己学習の習慣を身につけるとは言い難い。一つ

の原因は、1 年次に演習・実習科目を拡充した結果、80％以上の出席が求められる授業が

時間割の過半を占めるようになり、日常の自己学習の時間が十分確保できないためと思わ

れる。土曜日は授業を行わずに、自己学習に当てることにしているが、クラブ活動に参加

する学生などにとっては不十分である。 
 
［改善策］ 

① 授業担当者には、基礎教育と医学の専門教育や実際の医療との関連を学生に十分伝える

ことを徹底させる。オリエンテーション、早期臨床体験、福祉体験実習など、様々な機会

を利用して、実際の医学、医療が幅広い科学の土台の上になりたっていることを学生に気

づかせる。 
② 単に授業がない時間帯を増やすだけでは、アルバイトなどをする学生が増えるだけで、

自己学習の習慣形成には役立たないという意見もある。本質的には、学生に自己学習態度

涵養の必要性を理解させるのが重要である。その上で、日常の自己学習を促す方法を日頃

の授業に取り入れていく工夫をすべきである。3～4 年次のチュートリアルまでには、学生

はかなりの自己学習能力を身につけているので、より低学年の学習を効率化するための方

法を模索する必要がある。特に講義形式で行われている授業で、学生同士の教え合いの導

入など、教育手法の改善に積極的に取り組むべきである。 
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B. 倫理教育 

［現状の把握］ 

 本学の倫理教育の中心は、1 年次から 6 年次まで継続するコース「医学総論Ⅰ～Ⅵ」で

ある。ここでは、医に関する諸問題を総合的に扱う。すなわち、医学、医療、看護、保健、

福祉などについて考えるとともに、医学・医療が自然科学のみならず、人文・社会科学な

どを含んだ実践的総合科学であることを学ぶ。演習と実習から構成され、演習では、コミ

ュニケーション、チームワーキング、医の倫理、医療安全、課題探索能力などのテーマが

取り上げられる。1 年次の医療総論演習は看護学科との共修科目であり、多職種連携につ

ながる相互理解が育まれる。実習では、早期臨床体験（Early Clinical Exposure）（1 年次

1 日、2008 年より 2 回に分けて 2 日に拡充）、福祉体験実習（障害者施設でのチームワー

キング実習、1 年次、1 単位）、重度心身障害・難病医療体験実習（子どもを中心とする難

治性疾患患者の生活支援実習、2 年次、1 単位選択制）、在宅ケア実習（訪問看護ステーシ

ョンでの家庭訪問実習、3 年次、1 単位）、病院業務実習（大学附属病院におけるコメディ

カルとのチームワーキング実習、4 年次、1 単位）という構成の体験実習が 1～4 年次にわ

たって体系的に実施される。これらは、被医療者と医療者に接してコミュニケーション、

チームワーキング、医の倫理の重要性を体験するとともに、臨床実習前に医療現場に触れ

る機会として本学の前臨床教育の柱のひとつを成している。4 年次以降の高学年では、プ

ライマリーケア、選択学外臨床実習、産業医実習や、学外医療施設での幅広い診療実習が

選択できる。 
 倫理の基礎教育としては、まず 1 年次の医療総論演習で、医の倫理の歴史と概略を学ぶ。

これには日本語コミュニケーション、人文科学（哲学）、社会科学（法学）および医学教育

を専門とする国領校教員がチームを組んであたっている。次いで、2～3 年次の医学総論演

習では、医療の場面で医療者が倫理的に判断しなければならない事例を提示し、学生間の

討論によりその解決を試みる演習を実施している。さらに、5 年次には、コース「臨床医

学Ⅱ」の一環として、研修医や教職員も参加する「医療の安全教育に関するワークショッ

プ」への参加を義務づけている。 
 医学総論の実習では、1～4 年次にわたって実施される体験実習で様々な医療現場を見な

がら患者と医療者に接し、前臨床における重要な倫理教育の場となっている。 
 医の倫理教育は、医学総論以外でも行われている。特に 5、6 年次の臨床実習に進むと、

学生は患者と家族、および指導医を含む医療者のそれぞれ対して、医療チームの一員とし

て接することになる。実際の医療の現場における倫理的問題を体験することによって、医

の倫理について深い理解が可能となる。 
 
［点検・評価］ 

長所 
 本学の倫理教育は講義ではなく、多様な演習・実習形式のカリキュラムによって担われ

ている。倫理教育の基礎は、医療総論演習において、課題探索、問題解決、グループ学習、
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批判的思考の各能力の開発を並行して行われる。さらに、1 年次から 4 年次の医学総論の

体験実習によって、医の倫理の必要性を学生自身が気づく機会を、臨床実習に参加する前

に用意している。これらの体験実習が、学生の人間形成に大きく寄与することは、履修直

後や卒後に行ったアンケートによって示唆されている。また、臨床実習においても、それ

が重要な倫理教育の場であることを担当者が十分理解して教育に当たっている。 
 前臨床の体験実習、臨床実習のいずれについても、倫理に焦点をあてた参加型実習では、

倫理に対する学生の理解の程度が、その参加態度に如実に現れる。学外体験実習では、ユ

ニット責任者が実習後、学外施設を訪問し学生一人ひとりの問題点を洗い出し、それを問

題ある学生にフィードバックする機構ができあがっている。低学年のうちに学生が自身の

問題に気づけば、改善のチャンスが増えることになる。 
問題点 

① 医の倫理をその基礎から討論学習（演習）形式で教育することは、大いなる挑戦であっ

て、未だに試行錯誤の域を出ない面がある。特に本学では、真の意味での医の倫理専門の

教育者が不在であり、コミュニケーション、人文科学（哲学）、社会科学（法学）、医学教

育などのバックグラウンドを持った教員が共同作業でこの課題に挑戦している。 
② 倫理教育における体験実習の教育効果はきわめて大きいが、特に学外体験実習において

は、教育経費だけでなく、受け入れ機関の確保、説明、学生と実施期間双方のフィードバ

ックを各機関にお願いする学内の教育担当者（ユニット責任者）の負担が膨大となり、実

習を維持するのは容易ではない。現在は、医学教育センターの専任教員のうち 2 名が全て

の学外体験実習の責任者を担当しているが、業務量は上限に達している。 
 
［改善策］ 

① 医の倫理の基礎を講義形式で教育しようとすれば、医史学のような形になり、まだその

意義を感じ取っていない低学年の学生に対して効率のよい授業ができない。本学でもこの

ような経験をもとに、演習形式による倫理教育を全面的に取り入れた。その教育効果を評

価する指標は出ていないが、能動的に学ぶ機会を提供していることは間違いない。本学に

おける医の倫理教育の専門家不在は、逆に複数の基礎教育担当者が協力して医の倫理教育

に取り組む体制を産んだ。これによって、倫理教育の深みが増すとともに、教員間の連携

が強化され、基礎教育担当者の活動を医学領域に広げるというすばらしい効果をもたらし

つつある。 
② 学外体験実習を継続していくためには、実施体制を強固にすることが重要である。医学

教育センターを充実させ、教職員による支援体制を整える必要がある。すでに、医学教育

研究室国領分室を設置し、1 年次の学外実習はこの部署が担当する体制ができあがってい

る。 
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(3) 「専攻に係る専門の学芸」を教授するための専門的授業科目とその学部・学科等の理念、

目的、学問の体系並びに学校教育法第52条との適合性 

 

［現状の把握］ 

 本学の 6 年一貫統合型カリキュラムは、全体として教育理念と教育目標を達成できるよ

うに体系付けられており、「専攻に係る専門の学芸」の教授、すなわち本学がめざす医学・

医療の実践者を養成するための専門教育と考えているが、その中心を構成するのは 2 年次

から 6 年次まで配置されている以下の 7 コースである。 
 コース「基礎医科学」はⅠ・Ⅱからなり、それぞれ 2 年次の前期と後期に開講される。

基礎医科学Ⅰは、人体の器官系横断的な機能や構造を扱う独自の構成の基礎医学であり、

分子生物学、代謝、ホメオスタシス、運動器系の構造と機能などを学ぶ。基礎医科学Ⅱで

は、人体を構成する器官系の正常機能と構造を扱う。各器官系の機能を学びながら、それ

らを構成する臓器の肉眼的・組織学的構造を学習できるような統合的カリキュラムが組ま

れている。いずれも解剖学、生理学、生化学、薬理学などの基礎医学が連携し、講義、演

習、実習形式を組み合わせた教育を実施している。 
 コース「臨床基礎医学」はⅠ・Ⅱからなり、それぞれ 3 年次の前期と後期に開講される。

このコースでは、個体という概念を学ぶ。基礎医科学で学習した人体の正常な機能・構造

に関する知識のうえに、その乱れ即ち病態学を積み上げ、人体を器官系の有機的な結合、

すなわち個体として理解する。人体を全体として捉えるため、成長、発達、加齢、死とい

う時間軸をもとにしたユニット「ヒトの時間生物学」、心理発達と人の集団活動の変化に注

目したユニット「行動科学」、統合代謝学としての「栄養科学」等も配置されている。臨床

基礎医学Ⅱでは、感染をテーマにして、個体と病原体との相互作用や、個体の統合につい

ての理解を深める。いずれも基礎医学と臨床医学の連携の中で学習する。また、臨床基礎

医学Ⅰ、Ⅱともに、少人数の問題解決型グループ学習であるチュートリアルを取り入れて

おり、臨床基礎医学Ⅰの症候学演習では、基礎医学の知識を駆使して症例（ペーパーペー

シェント）の病態を、臨床基礎医学Ⅱの感染症チュートリアルでは宿主病原体関係をそれ

ぞれ解析する。 
 コース「臨床医学」は 4 年次に通年実施される臨床医学Ⅰと、5 年次の臨床実習である

臨床医学Ⅱからなる。臨床医学Ⅰでは、機能・器官系別の統合講義、病理学各論実習、臨

床推論トレーニングとしてのチュートリアルを有機的に組み合わせた統合カリキュラムが

組まれている。また臨床実習開始前にあたる後期では、「診断系・治療系・検査系実習」に

おいて医療面接、診療記録作成、身体診察法、基本的検査手技とその結果の解釈、基本的

臨床手技（採血、縫合、救急医学、治療総論など）などの実技トレーニングを行う。 
 4 年次の最後に共用試験によって必要な知識・技能・態度を身につけたと判定された学

生のみが進級し、臨床医学Ⅱを履修する。本学の臨床実習の特徴は、40 週間にわたってロ

ーテーションし、基本的に全科に配属されること、可能な限り診療参加型実習（クリニカ

ル・クラークシップ）が取り入れられていることである。学生は病棟の診療チームの一員
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として指導医の監督のもと、患者の診療に参加する。それまでの知識・技能・態度の学習

成果を駆使し、包括的医療の実際を経験する。すなわち、臨床実習を通して臓器別に学ん

だ知識を個体レベルで統合することになる。2004 年以降、家庭医実習や外来実習などの新

しい内容がこのコースに追加されている。 
 コース「選択実習」は、6 年次前期に 15 週間実施される。ここでは学生自身が自分でカ

リキュラムを設計し、それを実践する。多くの学生は、附属病院の診療部、国内の研修指

定病院、外国の大学・病院、家庭医などでの臨床実習を行う。国内外の基礎医学研究施設

での基礎研究や、社会医学的フィールド研究を選択することも可能である。毎年数名は大

学から奨学金を得て、姉妹校である英国ロンドンの King’s College で選択実習を行う制度

がある。 
 コース「社会医学」はⅠ・Ⅱからなり、Ⅰは 3 年次後期、Ⅱは 4 年次後期に実施する。

ここでは個体−個体、個体−社会、個体−環境の相互作用としての医学を学ぶ。社会医学Ⅰ

では、社会の中で生きる人間が病気になったとき、その患者を社会と関連付けて考える能

力、すなわち地域医療の基盤を養成することに重点が置かれる。社会医学Ⅱは臨床医学Ⅰ

の講義で疾患に関する知識を得た後、予防医学の知識とその実践の方法を身につける。ま

た、医学と社会の連携に関する重要な法律的、倫理的問題について学び、患者の人権を尊

重する医師になる基盤を養う。見学実習以外は、従来講義による知識伝達型授業に陥りや

すい内容であったが、演習や実習を多用した能動学習の促進を進めている。 
コース「医療情報・EBM」はⅠ～Ⅳからなり、1 年次から 4 年次まで段階的に編成されて

いる。将来、医師として科学的な臨床研究が行えること、また、正しい臨床研究の結果に

基づいた最善の医療を選択できることを目的とする。このために、コンピュータリテラシ

ー、生物統計学、疫学の基本を身につけるとともに、情報収集とその吟味、疫学的手法を

用いた研究計画の立案、批判的思考をトレーニングする。 
 コース「研究室配属」は、3 年次の後期の最後に 3 週間集中的に組まれている。基礎・

臨床医学系講座、研究部門などに配属され、教員とともに実際の研究活動を体験すること

により、自然科学的認識、実験のデザイン、論理的思考を学び、医師として最も必要な問

題解決能力の獲得を目指している。 
 以上を総括すると、本学のカリキュラムの中心となる専門教育は、個体レベルから器官

系別を経て再度個体レベルに統合される教育内容が、基礎医学と臨床医学の各々において

配置された二層構造である。ここに社会医学、医療情報・EBM、研究室配属が組み合わさ

れ、全体として順次性に配慮した統合型カリキュラムとして体系付けられている。 
 
［点検・評価］ 

長所 
 本学のカリキュラムの中心は、個体レベルから器官系別を経て再度個体レベルに統合さ

れる教育内容が、基礎医学と臨床医学の各々において配置された二層構造である。旧来の

学問体系や診療科で縦割りされた医学教育に比べて、器官系別（臓器別）の統合カリキュ



 48

ラムの方が、医学を理解しやすく無駄がないが、さらに二層構造によって、基礎・臨床統

合型臓器別カリキュラムの欠点が補われている。すなわち、基礎・臨床統合型カリキュラ

ムでは、例えば、循環器系を神経系の前に学ぶ際、心疾患による中枢神経異状の発生機序

を理解しにくいが、二層構造カリキュラムでは循環器疾患を学ぶ前に神経系の正常構造・

機能の学習が終了しているので、学生は心疾患が中枢神経系に及ぼす影響を想定すること

ができる。このカリキュラム構造によって、人間を全体として捉えた後、臓器別に分けて

それぞれ正確な自然科学的知識を学び、再びそれらを個体へ統合する過程で、臓器間の有

機的連携や、個体と環境あるいは個体と社会の関連を意識できるようになっている。これ

は、建学の精神である「病気を診ずして、病人を診よ」をカリキュラムに具現化したもの

とも言える。 
 従来の医学教育体系では重点がおかれていなかった、正常個体の心理発達や成長・発達・

加齢・死という時間軸についてのユニット、「行動科学」と「ヒトの時間生物学」を取り入

れた。さらに、全体として正常構造・機能を重要視することで、正常構造・機能の揺らぎ

としての疾患、そして疾患を持った病者の生活上の困難さを考えることのできる問題解決

能力の開発を期待した。 
 将来、医師として科学的な臨床研究が行えること、また、正しい臨床研究の結果に基づ

いた最善の医療を選択できることを目的とした「医療情報・EBM」が、1 年次から 4 年次

まで段階的に継続することもカリキュラム上の特長のひとつである。低学年ではコンピュ

ータリテラシーや基礎統計学を扱い準備教育の側面が強いが、3、4 年次には実際の臨床研

究の内容に踏み込む専門教育が行われる。このコースは、本学の創設者である高木兼寛が、

脚気の病因として提唱した栄養欠陥説を実証するために海軍練習艦を用いて日本初の大規

模臨床試験を行った精神を受け継いでいる。 
 医学研究の教育としては、3 年次の研究室配属も重要である。期間は 3 週間であるが、

本学の豊富な教員数を活かした少人数教育が行われている。 
 臨床実習開始前の専門教育における教育手法として、講義に偏ることなく、演習や実習

を大幅に取り入れている。特に3年次から4年次にかけて実施されるチュートリアルでは、

少人数の問題解決型グループ学習によって、能動的学習態度、課題探索、問題解決、グル

ープ学習における表現力、批判的思考の各能力の強化に役立っている。基礎医学から臨床

医学にまたがるこのような少人数教育は、本学の教育資源の特色である豊富な教員数を最

大限に活用している。 
 臨床実習につながる前臨床教育の充実にも努めてきた。1 年次に始まる医学総論の体系

的体験実習において臨床実習開始前に被医療者に接するのに加えて、4 年次の臨床推論ト

レーニングとしての臨床医学チュートリアル、診断系・治療系・検査系実習における技能

教育が、本学の前臨床教育の柱である。これらの前臨床教育が十分機能していることは、

臨床実習開始前の共用試験において、知識レベルを測定する CBT、技能レベルを測定する

OSCE ともに、本学受験者のほぼ全員が合格することが客観的に示している。 
 このように再編成された医学専門教育は、1996 年の導入当時はかなり斬新なものであっ
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たが、学内外から評価を受け、実施する過程で必要な改良が加えられてきた。卒業生によ

るアンケート調査や、臨床研修における本学卒業生に対する評価から判断する限り、満足

できる結果を産んできたと評価することができる。 
問題点 
① 医学の専門教育の内容は、生命科学の急速な発展や新しい診療技術の進歩により爆発的

に増大したため、その全てを卒前教育で扱うことは到底できず、生涯学習に委ねることに

なる。それでも「医学教育モデル・コア・カリキュラム」や「医師国家資格試験出題基準」

に対応しようとすると、教育内容の実質的増加が避けられない。さらに、医療や医学教育

をめぐる情勢の変化を反映し、倫理、医療安全、プライマリーケア、地域医療に関する教

育内容や、研究者養成のための教育の拡充が求められている。一方これに対して、卒前教

育のための時間は限られているだけでなく、次項で述べる様に事実上短縮している。この

ため、卒前教育のカリキュラムは全体として過密になっており、月曜日から金曜日まで隙

間無く配置された時間割が連続し、さらに夏季休業や冬季休業が短縮される状況にある。

これは様々な弊害をもたらしている。すなわち、学生の負荷が増して、自発的な自己学習

の障害となり、学生は受動的な学習態度に陥りやすい。また、クラブ活動などの課外活動

の機会が減り、ただでさえ少ない社会との接点が減少する。学生の中には、これらの要因

が重なって精神衛生上の問題を生じる者もいる。教員の負荷も同様に増加している。特に、

臨床系の講義では、教育内容が減らないのに授業時間数が削減されるため、項目だけを並

べたスライドを連写したり、多くの表が載った膨大なプリントを配布する講義が増えてい

る。これらは、学生の学習意欲に悪影響を与えている。さらに、カリキュラム編成も困難

さを増し、新しい必須の教育内容があってもそれを押し込む余裕がなくなりつつある。し

かし、既存のユニットはどれもぎりぎりまでスリム化されており、現在の教育目標を維持

しながら単に削減することは難しい。無理に削減しようとすると、教員の教育意欲に悪影

響を与えてしまう。 
② 臨床研修制度の改革に伴い、医師国家試験の日程が前倒しされるとともに、初期臨床研

修のマッチングが導入された。これらはカリキュラムに大きな影響を与えている。本学で

は 6 年次の教育を短縮し、2008 年度から 6 年次の講義科目は原則として 4 年次以下に移動

するか、廃止した。その結果、4 年次のカリキュラムの過密化が助長されるとともに、臨

床実習履修後の 6 年次で学習するのが適当な統合的内容を学ぶ機会がなくなった。例えば、

本学では伝統的に学生が主体となる臨床病理示説（CPC）を 6 年次に実施してきたが、2008
年度より、研修医主体の CPC に 3 年次以上の学生が参加する形式に変更し、回数も削減

することとなった。 
③ 特に臨床医学の講義において、医学教育モデル・コア・カリキュラムや医師国家試験へ

の対応をどの程度念頭に置くかという点について、講義担当者の意識の統一がはかられて

いない。講義担当者によっては、担当範囲のモデル・コア・カリキュラムや医師国家資格

試験出題基準の項目を網羅しようとして、単なる項目の羅列、スライドの連写、膨大なプ

リントの配布を行い、結果的に学生の学習意欲と教育効率に悪影響を与えている。 
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④ 本学の専門教育カリキュラムでは、最初の策定段階から基礎医学と臨床医学の接続に重

点が置かれ、臨床医学における病因や病態を理解するには非常に適した構成となっている。

これに対して、卒前と卒後の臨床医学教育の接続に関しては検討の余地が大きい。例えば、

臨床医学における治療に関する卒前教育が手薄であることは、多くの臨床医から指摘を受

けるところである。 
⑤ 社会医学は、3 年次後期と 4 年次後期に配置されているが、3 年次後期の比重が大きい。

しかし、地域医療の基盤として社会科学の重要性が増すのに伴って、社会科学を臨床医学

履修後に学習する必要性が高くなってきた。ただし、社会科学の内容は臨床実習開始前の

共用試験 CBT の出題範囲であるため、実施時期は 4 年次後半が望ましいということにな

る。現状では 4 年次のカリキュラムが特に過密であるため、移動することができない。 
⑥ 基礎医学、臨床医学双方における統合型科目、特に器官系別の統合型科目では、学生の

教科書選定の際に問題が起こりうる。器官系別の統合型科目に対応した良い教科書は少な

く、教員は従来の学問体系単位の教科書を推薦することが多い。しかも、それぞれの分野

の最善の大書が選定されることが多く、学生にとって全てを入手したり、それらに目を通

したりする分量をはるかに超えてしまう。その結果、学生には数多くの教科書の一部ずつ

を拾い読みや、教科書を読まずに講義プリントだけで学習するような行動が助長され、ま

とまった教科書を通読するような本格的な自己学習態度が涵養されにくい。 
⑦ 本学の卒業生の大部分は臨床医の道を目指すが、少数の基礎系医学研究者および医療行

政の道に進む卒業生がいる。いずれも本学および社会にとって必要な人材であり、すべて

に対応できるのが理想であるが、実際には臨床医学教育が優先され、基礎系医学研究およ

び医療行政への道筋をカリキュラムに明示することができていない。また、国外で医療実

践をするために、国外での医師免許取得を目指す卒業生もいるが、その場合には卒前に 72
週間程度の臨床実習を履修している必要がある。これに対して、選択制によって臨床実習

期間を延長できるしくみの整備も不十分である。 
⑧ 歴史的に多くの地域医療の実践者を輩出し、全人的医学・医療の実践者養成を教育理念

の根幹に置く本学としては、地域医療教育を重視すべきであるが、学外体験実習や、選択

制のプライマリーケア・学外臨床実習、および臨床実習の中の家庭医実習（開業医の協力

者のもとに派遣）を除くと他学と比較して特徴的といえるほど充実した地域医療教育が実

施されていない。特に、臨床実習以外の系統的な地域医療・家庭医療に関する臨床教育（講

義）は欠如している。 
 
［改善策］ 

① カリキュラムの過密化に対しては、全ての教育担当者が教育内容と時間のバランスを考

え、教育内容の優先度に従ってメリハリのある教育をすることが必要である。コース・ユ

ニット責任者やカリキュラム委員会などのカリキュラム策定者は、このことを各授業担当

者に徹底させるとともに、科目間のバランスを調整し、可能な部分では科目間の分担を見

直す役目を果たさなければならない。何よりも、過剰な授業の弊害を意識し、増えた授業
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があれば、別の授業を減らして適正な授業時間を維持することに関するコンセンサスを形

成するのが大切である。しかし、どの科目についてもこれまで教育内容が増える度に少し

ずつ時間が削減され、現在の到達目標のもとでのスリム化、効率化は限界に近づいている。

このため、近い将来、到達目標やカリキュラムの構造自体を含む卒前教育の再構築が必要

となるであろう。ただし臨床研修制度などの諸情勢が流動的である間は、大規模なカリキ

ュラム改革に着手するのが難しい。カリキュラムの過密状態が特に著しい 4 年次について

は、1 コマの講義時間を現在の 90 分から 60～70 分程度に短縮することを検討している。 
② カリキュラムの過密状態に対しては、前項の対策をとる。臨床実習履修後に学習するの

が適当な教育の受け皿として、6 年次に「選択ゼミ」というユニットを用意している。こ

れは、それまでの学習成果の整理、苦手な領域の補完と補強、または特に関心のある領域

についてのより進んだ学習を目的とする完全選択制の演習科目で、学生の希望や教員の提

案に基づいて実施される。現在は実施される選択ゼミは少ないが、今後有効に活用する予

定である。 
③ 教学委員会、カリキュラム委員会、カリキュラム自己点検・評価委員会などにおける議

論より、4 年次に国家試験を意識した網羅的な知識伝達型の講義を行ってもあまり効果が

なく、項目の羅列などによる弊害の方が大きいと考えられる。4 年次の講義では、焦点を

絞り、学生の興味を刺激して自主学習を促進するような講義が望まれる。このことを、

Faculty Development や、コース・ユニットを介した伝達によって、教育担当者に浸透さ

せる。 
④ 卒前教育と卒後教育の連携と役割分担という視点での検討を、カリキュラム委員会にお

いて継続的に行うとともに、本学の臨床研修担当者との意見交換の場を用意する。また、

高学年における治療学、特に薬物治療学を拡充する。薬理学に関するカリキュラムは、2
年次に薬理学総論、3 年次に薬理学各論と和漢薬概論、4 年次に薬物治療学という構成にな

っているが、4 年次の比重を大きくするとともに、縦のつながりを重視して再構築する。

また、4 年次の腫瘍学も、治療に関する内容を強化する。治療学については、6 年次の選択

ゼミを活用した教育も積極的に進める。 
⑤ 社会医学を臨床医学履修後に移動することに関しては、これまでに述べたように、まず

4 年次の臨床医学の教育内容を削減し、その上で 4 年次後半に集中的に社会科学を配置す

る方向で検討がなされている。 
⑥ 自己学習を促しつつ授業を補完する方策として 2 つの方向性がある。ひとつは授業資料

の充実である。現在でも、学習目標と学習上の注意が記載された講義・実習要項が全ての

コース・ユニットについて作成され学生に配布されているし、一部のコースでは授業資料

を合本として配布している場合もある。自己学習のツールであることを意識してこれらを

充実させれば、統合型コース・ユニットにも適した教材となりうる。ネットワークからの

電子教材の配布と組み合わせれば、さらに有効な教材となる。問題点は教員の負担が大き

いため、往々にして足並みが揃わないことである。もうひとつの方向は、各教員やユニッ

ト単位でなく、カリキュラム全体の視点に立った教科書の推薦である。カリキュラム委員
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会では、各授業担当者、学術センター図書館および学生会と協力して、このような推薦教

科書リストの作成を準備している。 
⑦ 基礎系医学研究者および医療行政のキャリアへの対応については、カリキュラム上研究

室配属の延長、社会医学における医療行政見学の機会や、医療行政担当者による授業の拡

充などを実施予定である。休業期間などに履修できる選択制のユニットを拡大し、研究や

学外の諸機関での実習を履修認定することも検討している。低学年では、教員がある程度

積極的に自身の研究について語ることを推し進めることも必要と思われる。なお、希望す

る学生が研究に参加するためにも、カリキュラムの過密状態を解消する必要がある。 
⑧ 地域医療の臨床実習に関しては、本学が有する 4 つの附属病院の特色を生かし、本院以

外の附属病院で積極的に地域医療の臨床実習を取り入れる構想が進んでいる。それでも、

学内の教育資源だけに頼っていては、家庭医療を含む多様な地域医療教育を十分実施する

ことはできない。そこで、臨床実習における家庭医実習を 2008 年度から 1 週間に拡充し

た。今後さらに、家庭医療に関する講義を取り入れる必要がある。また、低学年から繰り

返し地域医療に触れたり考えたりする機会を設け、地域医療と専門医療の特色を理解させ

ることが重要だと思われ、学外で活躍する同窓などの協力を得て地域医療教育の機会を増

加させる予定である。ひとたび地域医療に興味を持った学生は、3 年次以降の選択制のプ

ライマリーケア・学外臨床実習によって、実際に地域医療の現場で実習をすることができ

る。 
 

(4) 一般教養的授業科目の編成における「幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊か

な人間性を涵養」するための配慮の適切性 

［現状の把握］ 

 一般教養的授業科目は、主に 1 年次のコース「総合教育」が担当する。すでに説明した

ように、このコースの教育目標は、人間性や倫理的判断力の涵養とともに、包括的医療の

実践者としての能力の養成である。したがって、このコースの各ユニットは、一般教養教

育だけでなく、基礎教育（準備教育）と倫理教育の側面を有する。 
 「総合教育」を構成するユニットのうち、人文科学、社会科学、数学、および教養ゼミ

は教養教育の意味合いが特に強い。しかし、人文科学、社会科学は、人間性や倫理的判断

力の涵養とともに、患者の文化的、社会的背景を理解し、それを医療の現場に活用する能

力の養成を目的とする点で準備教育の側面を持つ。また、数学は論理的思考の裏付けとな

る一般教養と、統計学を介して医学・疫学につながる準備教育としての両面を意識して教

育されている。 
 この他、1 年次に開講されている初修外国語においても、多文化体験という一般教養的

価値に重点がおかれている。 
 さらに、1 年次から 6 年次にわたって継続する「医学総論」では、医学と人文・社会科

学との境界領域を学習するといってもよく、様々な医療現場を体験する実習ともに、人間

形成の機会として重要な意義を持つ。 
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 人文科学、社会科学は 15 名程度のクラス編成による演習形式がとられるとともに、看護

学科との共修科目となっている。 
 
［点検・評価］ 

長所 
 基礎教育の項で述べたように、少人数編成の演習形式による人文科学・社会科学は、単

なる知識の習得ではなく、能動的学習態度、課題探索、問題解決、グループ学習、批判的

思考の各能力の開発を主眼としている。医学を学ぶ上での教養教育の意義、すなわち、医

師として必要な人間性や倫理的判断力を涵養するとともに、患者の文化的、社会的背景を

理解して医療の現場に活用するという目的を学生が理解するために、演習形式であること

が多少なりとも役立っている。さらに看護学科との共修によって、多職種連携につながる

看護学生との相互理解を育む機会となっている。 
 人文科学と社会科学は、各 1 科目の選択必修であるが、前後期にわたって実施され、演

習科目として 80%以上の出席が必要であり、医学教育における一般教養的授業科目として

はかなり重点をおいた位置づけとなっている。 
問題点 
① 教養教育が実施される 1 年次の学生にとって、その目的、特に患者の文化的、社会的背

景の理解の必要性という点を理解するのはかなり困難である。チームワーキング実習や臨

床実習で、患者やコメディカルスタッフと接したとき、学生は初めて他者の文化や価値観

を理解することの必要性を実感するのである。したがって、高学年にわたって一般教養を

学ぶ機会があることが望ましい。しかし、逆に高学年になるほど、一般教養に対する学生

のニーズは多様化する。実際にはカリキュラムが過密であること、高学年の学生の興味を

引く有効な授業が困難なことなどの理由で、高学年にわたって一般教養的授業科目を配置

するには至っておらず、医学の専門教育と自己学習（読書など）を通じた一般教養の習得

に頼っている。 
② 人文科学、社会科学は選択科目を増やし、授業の少人数化を優先させたため、多くの非

常勤教員が授業を担当している。各非常勤教員には、教育目標を十分説明しているが、課

外にわたる学生の個別指導は手薄にならざるを得ない。 
 
［改善策］ 

① まず、1 年次における教養教育は、高学年になったとき再学習に必要な能力の養成と自

己学習の動機づけに、より大きな比重を置くべきであろう。その上で、高学年の学生が一

般教養の習得の必要性を自覚したとき、それを支援するための学習環境を整備する必要が

ある。その方法として、選択ゼミの活用、課外選択授業の開講、学内外で行われる講演等

への課外参加の促進などを検討する。医学部のみの本学において、多様かつ質の高い一般

教養教育を行うためには、学外に担当者を求めざるを得ない。改善策として総合大学との

連携、単位互換制の導入が以前から議論されている。しかし、医学教育の内容をそれに合
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わせて削減できない限り、学生にとっては時間的制約と自己学習意欲の点から他大学にお

ける受講は困難である。 
② 各非常勤教員は、メールによる質問受付など、学生の個別指導に最大限協力している。

また、人文科学・社会科学担当の人間科学教室のスタッフは、学生の質問の非常勤教員へ

の取り次ぎなどの支援を行っている。 
 

(5) 外国語科目の編成における学部・学科等の理念・目的の実現への配慮と「国際化等の進

展に適切に対応するため、外国語能力の育成」のための措置と適切性 

［現状の把握］ 

 コース「外国語」には、英語と初修外国語が含まれる。本学の英語教育は 1 年次から 4
年次まで、継続的、体系的に構成され、医学・医療における世界標準言語の実用レベルで

の習得を目指している。1・2 年次には一般英語、3・4 年次には医学英語と位置づけられ、

すべて必修の演習科目である。ほとんどが少人数編成で行われ、特に 1 年次は看護学科と

混合の能力別クラス編成により、学生の能力に合った学習を行う。3・4 年次の医学英語と

しては、臨床場面を想定した医療英会話、専門語彙習得のための演習、および数名のグル

ープで医学の専門的文献を基礎・臨床医学の教員と輪読する医学英語専門文献抄読が実施

される。 
 初修外国語は 1 年次に行われ、現在のところドイツ語またはフランス語からひとつを履

修する選択必修科目である。 
 本学には、姉妹校であるイギリスのロンドン・キングス大学（旧セント・トーマス医学

校）との交換留学制度があり、6 年生から選抜された 2～3 名が選択実習期間にロンドン・

キングス大学に派遣される。選択実習や休業期間を利用して、海外の医療機関で実習を行

う学生も増えてきた。さらに、ロンドン・キングス大学からだけでなく、多数の海外の医

学生を附属病院における臨床実習に受け入れ、本学学生の実習ローテーションに組み入れ

ている。 
 
［点検・評価］ 

長所 
 本学の英語教育は、1 年次から 4 年次まで継続し、基礎から医学実用英語への流れを重

視して体系的に構成されている。臨床実習開始前の 4 年次まで継続して英語学習の機会が

あることは、学生の英語能力保持のためには利点がある。また 3・4 年次には医学英語と

して、医学に密接な関連を持つ教育内容を取り入れているため、学習意欲が維持されてい

る。医学英語専門文献抄読は多数の基礎・臨床医学の教員の協力が得られ、2～3 名のグル

ープによる少人数教育を実施することができており、学生・教員の双方から好評である。 
 ロンドン・キングス大学との交換留学制度、その他の留学、および海外からの臨床実習

の受け入れによって、一部の学生ではあるが、高学年まで英語学習の動機が高いことも本

学の特色である。これらの活動に対しては、国際交流委員会が渡航資格認定や受け入れ事
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務に際して重要な貢献をしている。卒業生の中には国際的に活躍する者も多く、このよう

な先輩がさらに学生の英語学習意欲を刺激している。 
 1 年次の初修外国語は、6 年一貫の医学教育の一部として、実用に偏ることなく多文化

体験という一般教養的価値に重点を置くことを意識して教育されている。 
 
問題点 

① 外国語教育では、語学能力の強化や維持のための訓練が必須であるが、特に低学年の学

生にはその意図が理解できないことがある。また、医学における外国語の必要性自体を理

解できず、学習意欲が不十分で、自己学習に取り組めない学生がいる。 
② 高学年の医学英語は、他の医学専門科目との連携によって、さらに教育効率と学生の動

機を高めることが可能だと考えられる。特に、医学専門語彙習得のための演習などは、教

育手法とともに工夫の余地がある。 
③ 医療の国際化進展を反映して、卒業後海外で医療活動を行うことを希望する学生が散見

される。また海外の医師免許取得をめざし、在学中から外国の医師国家試験の準備（例え

ば米国の United State Medical License Examination 受験など）に取り組む学生がいる。

これらに対する支援体制は、事務レベルでは充実してきたが、学習支援の取り組みはない。 
④ 初修外国語では現在ドイツ語とフランス語が開講しているが、さらに幅広い選択肢を希

望する学生がいる。国際情勢の多極化を踏まえ、欧米言語に限定せずに、多様な選択肢を

用意するのが望ましい。 
 
［改善策］ 

① 低学年では特に、医学教育における外国語履修の意義を十分説明するとともに、動機付

けに配慮した教材や教育手法を工夫する。英語では、医学総論のコミュニケーション教育

との連携も検討すべきである。 
② 医学英語と医学専門科目の連携や役割分担を推進する。例えば、医学専門語彙は、英語

として個別に学習するより、2～4 年次にかけて医学の専門科目の中で習得する方が効果的

かもしれない。また、医学専門科目の試験に United State Medical License Examination 
の問題を含ませたり、基礎系のチュートリアル教育の症例提示を英語で行うのも有効と考

えられる。対象語彙の選定や評価方法などを、外国語の教育担当者の主導のもとに進めた

い。 
③ 国際貢献のための人材育成は、本学にとっての社会的使命の一つであり、対象者が少数

であっても、渡航希望者のための学習支援体制を、外注による支援（例えば語学学校受講

の補助）を含めて検討する。 
④ アジア系の言語を初修外国語に加える準備を進めており、適当な授業担当者が見つかれ

ば 2009 年度から開講できる予定である。学生の希望と授業評価を踏まえ、段階的に選択

科目を増やしたい。 
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(6) 教育課程の開設授業科目、卒業所要総単位に占める専門教育的授業科目・一般教養的授

業科目・外国語科目等の量的配分とその適切性、妥当性 

［現状の把握］ 

 開設授業科目（必修科目＋選択科目）は総計 217 単位、このうち卒業所要単位数（必修

科目）は 202 である。ただし、学生が当時に履修できない選択必修科目（人文科学、社会

科学、初修外国語）は重複して計数していない。 
 医学専門教育的授業科目の総単位数は 195 単位、卒業所要単位数は 181 単位である。専

門教育的授業科目は、準備教育（自然科学、日本語表現法、医療情報・EBMⅠ・Ⅱ）と、

医学専門教育（通常の医学専門科目に、医学総論と医療情報・EBMⅢ・Ⅳを加えてある）

からなる。一般教養的授業科目（人文科学、社会科学、数学および選択ゼミ）は、総単位

数が 7、卒業所要単位数は 6 である。外国語科目は、総単位数、卒業所要単位数とも 15 で

ある（表）。 
 

 開設単位数 卒業所要単位数 
準備教育 18 8.3% 17 7.4% 
専門教育 177 81.6% 164 82.2% 

専門教育的授業

科目 
小  計 195 89.9% 181 89.6% 

一般教養的授業科目 7 3.2% 6 3.0% 
外国語科目 15 6.9% 15 7.4% 
合   計 217 100.0% 202 100.0%

 
 開設授業科目、卒業所要単位数いずれにおいても、一般教養的授業科目は約 3%、外国語

科目は約 7%の比率となっている。 
 一般教養的授業科目の割合は小さいが、医学専門教育的授業科目の中には一般教養的意

義を持つものが多数含まれる。特にコース「医学総論」は、実習、演習を通じた医療人と

しての人間形成を目的の一つとして組み立てられており、一般教養的意義が大きい。医学

総論の開設総単位数は 21、卒業所要単位数は 11 であり、仮にこれを合わせると、一般教

養的授業科目は、開設授業科目の 12.9％、卒業所要単位の 8.4％を占めることになる。 
 
［点検・評価］ 

長所 
 医学教育の専門性の高さと、医学的教育内容の拡大を反映して、医学専門教育的授業科

目は全体の 90％近くを占め、十分な専門教育が実施されている。この中には臨床実習を含

む豊富な実習・演習が含まれている。 
 純粋な一般教養的科目は少ないが、医学総論をはじめとして医学専門教育的授業科目の
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中にも一般教養的意義を持つ科目が多数含まれており、低学年から高学年まで、それぞれ

の専門教育の段階に応じて一般教養を身につけることが可能な構成になっている。 
 外国語も 1 年次から 4 年次まで体系的に継続しており、高学年ほど専門教育と関連づけ

た内容を配しているため、学生の学習意欲を向上させるのに有用である。 
問題点 
人文科学、社会科学などの純粋な一般教養的授業科目が低学年に集中している。医学生

は専門教育を受ける過程で、多くの患者、家族、他の医療者などとの関係を構築し、また

患者の社会的、心理的側面を理解し、人間としてそれらを受け止めるために、多くの文化・

社会的課題を見いだし、一般教養的知識の重要性を益々強く感じるようになる。しかし、

それらを深く学習しようとしたとき、純粋な一般教養的授業科目が高学年に配置されてい

ないため、その動機を活かすことができない。 
 
［改善策］ 

 学生が、それぞれ感じ取った一般教養の必要性に応じて学習できる環境を、卒業にいた

るまで整備する必要がある。しかし、必要な内容や、必要となるタイミングは学生一人ひ

とり異なり、1 学年に対して一斉に授業を行えば事足りるというわけではない。個々の学

生が見いだした課題に沿った教育内容を学生自身が選択して学ぶ環境が必要である。本学

にとってこれを実現する方法は、社会科学、人文科学、倫理学、人間学などの教員を多数

有する総合大学との連携しかない。中・高学年になっても、このような学習が他大学で可

能となるカリキュラム構造と総合大学との単位互換制度の確立が望ましい。同時に、専門

教育の教育内容を整理し、学生が学外授業に参加するための学習意欲と時間的余裕を作り

出すことが必須である。 
 

(7) 基礎教育と教養教育の実施・運営のための責任体制の確立とその実施状況 

［現状の把握］ 

 本学の教育は、講座の枠を越えたコース・ユニット制によって実施・運営されており、

コース責任者、ユニット責任者は講座の枠を超えて任命される。基礎教育と教養教育の中

心をなすコース「総合教育」（人文科学、社会科学、日本語表現法、数学など）と「生命基

礎科学」（物理学、化学、生物学の自然科学系準備教育）についても、それぞれコース責任

者が教育内容の立案、実施状況の監督、教育経費の執行、教育の自己点検評価を行ってい

る。大学の教育全体を統括する教学委員会と、カリキュラムの実施・運営を担当するカリ

キュラム委員会には、それぞれ「総合教育」と「生命基礎科学」のメンバーが委員として

出席している。また副教学委員長は国領校の教員である。 
 さらに、基礎教育と教養教育が実施される 1 年次の授業は国領校で行われ、専門性が異

なる教員が担当するため、国領校教員懇談会を毎月定期開催して、学長も出席して情報共

有と意思疎通をはかっている。 
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［点検・評価］ 

長所 
 コース・ユニット制は 1996 年度に導入されて以来、教育の実施・運営のための責任組

織としての責務を果たし、完全に定着している。教育体制を講座から分離したことによっ

て、カリキュラム立案に大学の意思を反映させやすくなり、統合カリキュラムを含めて円

滑に実施されるようになった。また、コース責任者は任期制（1 年間）であり、教育改善

のためのフレキシビリティーも保たれている。 
 「総合教育」と「生命基礎科学」をはじめとする 1 年次のコースでは、コース・ユニッ

ト制が特に有効に機能し、6 年一貫教育における基礎教育と教養教育の位置づけを意識し

た教育が浸透していると共に、ユニット間の連携がよく保たれ、自己点検・評価に基づく

教育改善が多くの教育担当者の参加のもとに行われている。 
問題点 

1 年次教育が実施される国領校と 2 年次以降の西新橋校は地理的に離れており、両キャ

ンパスの教員間の連携や意思疎通は、個別にみると改善の余地がある。特に準備教育とそ

れに関係のある専門教育の間の連携や意思疎通が不足すると、教育効率の低下が起こる。

例えば、コミュニケーションの準備教育である日本語表現法と、その専門教育に相当する

2 年次以降の医学総論演習や、3 年次の行動科学との間では、お互いの教育内容が十分意識

されていないようである。1 年次の自然科学系準備教育である「生命基礎科学」と、2 年次

前期の「基礎医科学Ⅰ」の各ユニットの間も、さらにきめの細かい連携と、重複する内容

の見直しが可能であると思われる。 
 
［改善策］ 

すべての授業の教育目標とスケジュールなどの内容は、講義・実習要項の形で公表され

ているので、教育担当者はそれらを参考にして授業内容を他の授業と関連づけることが可

能である。しかし、医学教育の内容が拡大し、複雑化し続ける中で、教育を最適化するた

めには、さらに高いレベルでの連携が必要である。そのためには、日常的に密接な議論が

なされることが望ましいが、地理的要因により教育交流の機会は限られている。ひとつの

改善策は、関連する準備教育と専門教育の担当者による検討の場を設定することである。

カリキュラム委員会は 2008 年より「医学総論演習検討小委員会」を発足させ、日本語表

現法や行動科学との連携を含めた、医学総論演習の体系的実施を検討している。同様に「生

命基礎科学」と「基礎医科学Ⅰ」の間でも、定期的な検討の場を設ける必要がある。もう

ひとつの改善策は、国領校と西新橋校の教員が一緒に担当する授業を設け、その計画や実

施を通じて教育交流を深めることである。講義や実習でも効果的と考えられるが、少人数

編成の演習科目について実施すればグループ担当者の不足も解消することができる。 
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(8) カリキュラム編成における、必須・選択の量的配分の適切性、妥当性 

［現状の把握］ 

 本学のカリキュラムでは、卒業に要する最低所要単位は 202 である。この中には、複数

の科目の中から 1 科目を選択する 1 年次の選択必修科目が 9 単位（生命基礎科学 1、人文

科学 2、社会科学 2、初修外国語 4）が含まれる。さらに、希望によって配属先が決定され

る 3 年次の研究室配属（3 単位）と、6 年次の選択実習Ⅰ～Ⅲ（12 単位）も選択必修であ

り、これらを合わせると卒業所要単位中の選択科目は 23 単位（11.4％）となる。 
 希望する学生が選択できる科目は、全学年にわたって合計 15 単位である。その内訳は、

1 年次のコース「総合教育」の教養ゼミ 1 単位、同「医療情報・EBMⅠ」のコンピュータ

演習アドバンス 1 単位、2 年次のコース「医学総論Ⅱ」の前臨床実習Ⅱ（重度心身障害・

難病医療体験実習）1 単位、3～6 年次の「医学総論Ⅲ～Ⅵ」のプライマリーケア・選択学

外臨床実習と産業医実習が各々1 単位ずつ、計 8 単位、6 年生の「医学総論Ⅵ」の選択ゼミ

1 単位、同「選択実習」の選択実習Ⅳ（7 月の 3 週間分）が 3 単位である。 
 
［点検・評価］ 

長所 
 医学専門教育では、基幹科目の多くに順次性、必須性があり、これらの科目での選択性

の拡大は困難である。しかし、基礎教育、教養教育においては可能な限り選択科目、選択

必修科目を用意し、学生一人ひとりの興味や課題に対応することをめざしている。さらに

各学年の選択科目の拡充につとめた結果、2002 年度に 4 単位だった選択科目は 15 単位に

増加した。 
問題点 

 上記のような状況であっても、個別の学生のニーズに合った科目選択が可能な体制が望

ましい。特に、医学総論、中・高学年における一般教養的授業科目、研究に関連する科目、

臨床実習の追加履修や履修後の統合的臨床科目などは、選択科目ないし選択必修科目とし

て学習機会を提供することが特に有効である。一方、選択科目履修には、学生の学習意欲

や時間的余裕への配慮が必要となる。また、多様な選択科目を用意するためには、教育費

や教員の負担が増大することも意識する必要がある。 
 
［改善策］ 

中・高学年における一般教養的授業科目については、前述のとおり総合大学との単位互

換制度の確立と同時に、専門教育の教育内容を整理し、学生が学外授業に参加するための

学習意欲と時間的余裕を作り出すことが必須である。研究に関連する科目としては、研究

室配属の期間を現行の 3 週間から 6 週間に延長することを検討している。臨床実習につい

ては、休業期間や選択実習終了後に、追加の臨床実習を希望する学生を積極的に受け入れ、

履修に対して評価と単位認定をすることを 2010 年度から実施する予定である。治療学や
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臨床技能の習得など、臨床実習履修後の学習機会を提供するため、選択ゼミの活用を進め

ていく。 
 

２．カリキュラムにおける高・大の接続 

 

(1) 学生が後期中等教育から高等教育に円滑に移行するために必要な導入教育の実施状況 

［現状の把握］ 

 医学部の入学生に対して、最も導入教育の必要性が高いのは、自然科学の 3 科目のうち

入学試験で選択しなかった 1 科目である。多くの学生は、高等学校での自然科学は入学試

験で選択する 2 科目に偏って履修している。本学では 2002 年度以降、理科の未受験科目

を集中して学習するため「自然科学入門演習」を開講している。なお、本学ではほとんど

の入学生は入学試験で化学を選択しており、自然科学入門演習の受講者数は生物、物理学

に偏っている。 
 この他、英語や日本語の文章能力の違いが問題になる場合がある。英語では 1 年次の前

期に能力別クラス編成を導入して対応している。日本語の文章能力に対しては、各一般教

養的授業科目、基礎教育科目においてレポートの個別指導の形で指導を行っている。 
 
［点検・評価］ 

長所 
導入教育の必要性が最も高い自然科学の未受験科目に対して、自然科学入門演習を実施

している。ここでは単なる補修ではなく、同時に進行する物理学系、化学系、生物学系の

ユニットの授業を支援する形で演習授業を進めている。入学試験受験科目別の学生の追跡

調査によれば、受験科目の違いによる成績の差は 2 年次にはほとんどなくなっており、導

入教育が有効に機能していることを示唆する。 
問題点 

 自然科学の導入教育については特に問題点はない。後期中等教育から高等教育に円滑に

移行するために真に必要なものは、受動的学習態度から能動的学習態度への切り替えであ

る。1 年次にはこのことを意識した教育が行われているが、カリキュラムが全体として過

密であることが、能動的学習態度形成の障害になっている可能性がある。 
 
［改善策］ 

自然科学および他の科目の導入教育については、中等教育の変化や、入学者の質の変化

に対応して、常に必要性をチェックしなければならない。能動的学習態度への切り替えと

維持は、カリキュラムの過密を避け、自学自習のための時間と意欲を確保することに留意

する。 
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３．カリキュラムと国家試験 

 

(1) 国家試験につながりのあるカリキュラムを持つ学部・学科における、カリキュラム編成

の適切性 

［現状の把握］ 

 本学のカリキュラムは医師国家資格試験出題基準をほぼ網羅しており、教育目標が達成

されていれば自ずと医師国家試験に合格するはずである。医師国家試験の合格は、学生に

とっても大学にとっても重要な目標であるが、この考えから本学では医師国家試験への対

応を目的とするカリキュラムを用意していない。また、国家試験の合否の可能性を念頭に

卒業判定や進級判定を行うことも全くない。 
 現在、6 年次のカリキュラムは、4 月から 7 月まで選択実習が行われ（ただし 7 月の 3
週間は選択しなくてもよい）、9 月に選択ゼミが組まれている他は授業がない（ただしカリ

キュラム変更に伴う移行措置として 2008 年度は救急医学の講義 1 単位が行われた）。国家

試験受験前の学生は、それまで培った自己学習能力、グループ学習能力を活かして、各々

のペースで自主的に受験準備をしている。多くの学生は、少数のメンバーからなるグルー

プを作って学習をしている。大学は、グループ学習室を学生に開放することによって、自

主的な国家試験受験準備を支援している。 
 2006 年度までは、6 年次の選択実習後にも臨床総合講義、臨床セミナー、病理示説

（C.P.C.）、社会医学などの授業が合計 6 単位行われていた。これらは臨床実習後の医学教

育のまとめとして、統合的な内容を扱うものであったが、実際には国家試験準備をかなり

意識した授業も含まれていた。しかし、卒業試験や国家試験の準備は学生一人ひとりペー

スが異なり、講義では出席率が低く、演習・実習形式の授業に対しては負担が大きいこと

に学生から不満が出ていた。その後、医師国家試験の前倒しや初期臨床研修のマッチング

が始まり、6 年次の夏以降の授業は実質的に成り立たなくなった。個々の学生のニーズに

対応するため、オフィスアワーの導入などを試みたが、結局 2008 年度から選択ゼミ以外

の授業を廃止または移動することになった。 
 カリキュラム編成の上では直接の国家試験対策がとられていないが、2008 年度から 5 年

次の総括試験（進級試験）と卒業試験を、国家試験を意識して改良することになった。す

なわち、5 年次の総括試験は医師国家試験の出題形式に近づけ、医師国家試験の既出問題

を大幅に取り入れて出題することとした。また卒業試験では、医師国家試験の出題分類に

従って出題し、また 10 月から 12 月まで約 1 か月間隔で 3 回の試験を実施する 3 ステップ

方式とした。これらによって、学生が早期から国家試験を意識し、また国家試験の形式に

慣れることを目的としている。 
 
［点検・評価］ 

長所 
 医師国家試験への対応を目的とするカリキュラムを用意しておらず、国家試験の合否の
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可能性を念頭に卒業判定や進級判定を行うこともないが、本学の医師国家試験合格率は

2002 年の第 96 回医師国家試験以降常に 90％以上で、全医学部の中でも上位にあり、新規

卒業生に限ればさらに合格率は高い。また、卒業試験の成績と国家試験の合否は常に高い

関連がある。これらの点から、国家試験を一つのゴールと考えても本学のカリキュラムの

適切性は保たれていると考えられる。 
 実際には、4 年次以降の臨床医学や社会医学の教育担当者は、国家試験への対応を十分

意識して講義、演習、実習を行っている。 
問題点 

① 国家試験合格率が高いとはいえ、常に全卒業生が合格するという状況にはない。成績下

位の高学年の学生に対しては、注意喚起などの指導を行っているが、国家試験対策のため

の指導、特に学習指導をもっと積極的に行ってほしいという父兄からの要望がある。 
② 5 年次と 6 年次の授業は臨床実習と選択ゼミだけになったため、国家試験前に知識レベ

ルの教育を行う最後の機会が 4 年次ということになった。このため、4 年次に国家試験へ

の対応を過度に意識して、医師国家資格試験出題基準の関連項目を羅列するような講義が

行われる場合がある。また、本来技能・態度教育の場であるべき臨床実習の際にも、国家

試験対策を意識して知識伝達型の授業（クルズス）が行われる場合がある。 
③ 本学では 6 年次の夏以降の授業をほとんど廃したが、結局学生による自主的な国家試験

準備を支援していることになる。しかし、臨床実習履修後は、学生の知識レベルと学習意

欲が高く、高度な内容の統合的な医学教育を効果的に行える時期である。この時期を卒業

試験や国家試験対策に費やしてしまうことは、本学の特色ある教育機会を逃していること

になるという議論もある。 
 
［改善策］ 

① 成績下位の学生に対して十分な学習指導を個別に実施するのは困難であり、またむりや

り指導しても受動的なままでは効果が低い。ある程度の生活指導にとどめ、学生がなるべ

く能動的にグループ学習に参加することを促す方向で対処していきたい。また、学生が提

案する課題に対しては、選択ゼミにおいて授業を行う体制になっているので、その有効活

用を促進する。 
② 4 年次に国家試験を目的とした項目羅列型講義を実施しても効果は低い。この時期には

焦点を絞り、学生の興味を引き出すことを主目的とした講義を実施するという意識を教育

担当者に浸透させる。臨床実習の中で行われる知識伝達型の授業も本来の目的からは外れ、

能動的学習態度の妨げになっている可能性がある。できるだけ参加型の実習形態で技能・

態度教育を進め、知識の向上が必要であれば自主学習・グループ学習を促進するべきであ

る。大学としては、これらの臨床実習における教育手法を実習教育担当者に伝えるような

Faculty development を実施していく。 
③ 高度な医学教育のニーズは学生によって異なる。また 6 年次の夏以降はそれぞれのペー

スで卒業試験や国家試験対策を行っている時期である。したがって、一斉授業を行うより、
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選択制の教育機会を提供するべきである。その受け皿として用意されている選択ゼミを有

効活用すると共に、新たな形態の選択制授業が必要かどうかを継続的に検討していく。 
 

４．医・歯・薬学系のカリキュラムにおける臨床実習 

 

(1) 医・歯・薬学系のカリキュラムにおける、臨床実習の位置づけとその適切性 

［現状の把握］ 

 本学のカリキュラムでは、5 年次の 4 月から 6 年次の 7 月まで、全日実習の形態で臨床

実習が実施される。4 年次までの前臨床実習教育で必要な知識・技能・態度を習得するこ

とが、臨床実習履修の条件である。本学の前臨床実習教育では、臨床医学における知識教

育はもちろん、医学総論の演習・実習、4 年次の診断系・治療系・検査系実習と臨床実習

入門の各実習における技能・態度教育が行われる。前臨床実習教育の達成度は、4 年次の

最後に実施される共用試験において、知識と技能の両面から判定される。 
 臨床実習は、まず 5 年次の 4 月から 40 週間にわたって、基本的に全科をローテーショ

ンする。可能な限り診療参加型臨床実習（クリニカル・クラークシップ）が取り入れられ

ており、学生は病棟の診療チームの一員として指導医の監督のもと、患者の診療に責任を

もって参加する。2004 年以降、家庭医実習や外来実習などの新しい内容がこのコースに追

加されている。 
 6 年次 4 月からの 15 週間はコース「選択実習」で、学生は 5 年次の全科ローテーショ

ンを振り返り、自分でカリキュラムを設計し、それを実践する。多くの学生は、附属病院

の診療部、国内の研修指定病院、外国の大学・病院、家庭医などでの臨床実習を行う。国

内外の基礎医学研究施設での基礎研究や、社会医学的フィールド研究を選択することも可

能である。毎年数名は大学から奨学金を得て、姉妹校である英国ロンドンの King’s College
で選択実習を行う制度がある。 
 臨床実習は、包括医療の実際を経験することによる技能と態度の学習に重点が置かれる

が、臨床実習を通して臓器別に学んだ知識を個体レベルで統合することにも重きを置き、

本学の医学教育における二層構造カリキュラムの総括として位置づけられる。 
 
［点検・評価］ 

長所 
 5 年次 40 週、6 年次 15 週の臨床実習において、質・量ともに充実した臨床実習教育が

実施されている。専門性が高い附属病院本院だけでなく、地域の中核病院として異なる特

色を持つ分院にもすべての学生が配属され、多様な臨床の場を経験する。基本的にすべて

の臨床科に配属されるのも本学の特色であり、豊富な教員数を活かして密度の高い臨床実

習教育が行われている。 
 5 年次の臨床実習中、内科 12 週間、外科と小児科 4 週間が確保されており、これらの科

では 5 年次から診療参加型臨床実習が取り入れられている。6 年次の選択実習では、ひと
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つの診療科に 4 週間配属され、全てが診療参加型臨床実習となっている。 
 本学の診療参加型臨床実習において医学生が行うことのできる医行為については、本学

独自の明確な基準を 3 つの水準に分けて明示している。 
 2004 年度に必修化した家庭医実習は、2008 年度から 1 週間に拡充し、60 名近い家庭医

の協力を得て、大学附属病院では経験できない地域医療を学べるようになっている。また、

2008 年度から 1 週間の外来実習を取り入れ、プライマリーケアと症候ベースの臨床推論

の実際を学んでいる。 
問題点 

① 診療参加型臨床実習は効果的であり、学生の評価も高いが、教育体制や安全管理などに

手がかかり、その対策を含めた教育手法が実習担当者全員に行き渡っているとはいえない。 
② 各学生は全ての診療科に配属されるため、約10の診療科では配属期間が1週間である。

また、臨床検査医学、内視鏡科、感染症学では、1 週間未満の配属期間である。これらの

科では、診療参加型臨床実習の実施が難しく、見学型実習にとどまる場合もある。 
③ 5 年次の臨床実習では、全ての診療科に配属されるが、例えば内科については 9 部門（循

環器、呼吸器、神経など）すべてに配属されるわけではない。学生や一部の教員からは、

内科の全部門を経験するべきだという意見がある。一方、効果的な診療参加型臨床実習を

行うためには、むしろ配属科を少なくして 1 箇所の配属期間を延長すべきであるとの意見

がある。 
④ 患者の人権保護の立場から、患者に対して医学生の診療参加を説明しているが、個別に

同意書を得る体制にはいたっていない。また、同様の理由から、参加型実習が実施しにく

い、あるいは見学型実習さえも困難な診療科（産科、婦人科、泌尿器科など）がある。 
⑤ 臨床実習の場は、専門性が高く、入院や継続外来医療に偏りがちな大学附属病院が中心

である。家庭医実習や外来実習により、地域医療やプライマリーケアを学習する機会を増

やしたが、総合診療能力を高める機会はまだ不足している。 
⑥ 家庭医実習は多くの家庭医の協力を得て実施している。ただし、指導医ごとの教育に対

する姿勢のばらつきは、大学の教員同士のばらつきに比較するとどうしても大きく、それ

が学生の到達度に影響を与える場合がある。 
 
［改善策］ 

① 診療参加型臨床実習の教育手法を Faculty development によって実習担当者に伝える

取り組みを進める。実習担当者の代表が、日本医学教育学会が主催する「臨床参加型臨床

実習導入のためのクリニカルクラークシップ指導者養成ワークショップ」に毎年交代で参

加しており、Faculty development のノウハウが蓄積している。また、診療参加型臨床実

習への取り組みは、コメディカルを含む病棟の全スタッフによって行われる必要があり、

コメディカルへの Faculty development も必要となる。 
② 本学では 2005～2006 年度にかけて、臨床実習における全科配属体制の維持、あるいは

限定した診療科だけに配属する臨床実習のコア化について議論したが、見学型実習にとど
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まる弊害があっても、卒前教育で全科を体験する意義が大きいという結論に達した。ただ

し、複数の診療科を組み合わせて、限られた実習期間を効果的に使う臨床実習形態につい

ては十分な検討がなされていない。今後、さらに総合診療能力を重視した臨床実習が求め

られる状況では、診療科を有機的に組み合わせた形でのコア化を実現していく必要がある。 
③ 現状では診療参加型臨床実習の効果を優先し、5 年次の臨床実習で全ての内科部門に配

属する必要はないという結論に至っている。5 年次で経験できなかった内科部門の一部は、

6 年次の選択実習で選択することができる。しかし、全 9 部門の配属を希望する学生など

に対応するため、選択実習終了後も希望に応じて学生を受け入れ、評価のうえ単位認定す

る体制を検討している。 
④ 患者から個別に実習協力の同意を文書で得る体制は、現状では病院の負担も大きく、実

施困難であるが、医療に関する情報が国民に浸透するにつれて可能になると思われる。臨

床実習が実施しにくい診療科（産科、婦人科、泌尿器科など）の技能教育にはシミュレー

ター教育が有効である。本学でもシミュレーターを配備したスキルスラボが開設されてい

るので、前臨床実習や臨床実習における積極的な利用を促進する。 
⑤ 現状では、5 年次にこれ以上地域医療学習の機会を増やすのは難しい。幸い、臨床研修

病院の選定の目的もあって、休業期間中などに地域医療の中核病院で自主的に臨床実習を

行う学生が増えている。本学ではこのような実習に対して、条件が合えばプライマリーケ

ア・選択学外臨床実習の単位を認定している。 
⑥ 家庭医実習の指導医に対して、出席しやすい日曜日などに年 1～2 回の Faculty 
development の機会を設けており、できる限り参加をお願いしている。しかし、多忙な開

業医にとっては学生の受け入れだけで負担がかかるのに、さらに Faculty development へ
の参加を求めるのは容易ではない。参加する指導医には、大学として何らかのインセンテ

ィブを用意するなどの対策が必要である。 
 
 

５．授業形態と単位の関係 

 

(1) 各授業科目の特徴・内容や履修形態との関係における、その各々の授業の単位計算方法

の妥当性 

［現状の把握］ 

 本学のコースを構成するユニットには、講義、実習、演習の 3 種類の履修形態がある。

講義ユニットでは、1 回 90 分講義を標準 15 回（13～17 回）行った場合に 1 単位として計

算している。したがって、講義ユニットは平均 22.5 実時間で 1 単位としている。これは、

講義ユニットには予習、復習、試験のための学習が含まれているものとしているためであ

る。また実習、演習ユニットでは実時間で標準 30 時間（30～35 時間）を 1 単位としてい

る。演習ユニットは教育内容によっては、講義単位計算で単位数を算出している。 
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［点検・評価］ 

長所 
 履修形態ごとに、学生が授業を受け、評価を受けるまでの学習時間から考えて、現在採

用している単位数計算の方式は妥当であり、大学設置基準の規定にも合致している。 
 
 

６．単位互換、単位認定等 

 

(1) 国内外の大学等との学修の単位認定や入学前の既習得単位認定の適切性（大学設置基準

第28条第 2項、第29条） 

［現状の把握］ 

 本学において、国内外の他の大学における学修の単位認定を行っているのは、6 年次の

コース選択実習で、最大 15 単位である。特に、姉妹校であるイギリスのロンドン・キング

ス大学（旧セント・トーマス医学校）との間には交換留学制度の協定があり毎年 2～3 名が

ロンドン・キングス大学で選択実習を行う。また、東邦大学医学部、昭和大学医学部、東

京医科大学とは、協定に基づき学生の教育交流を行っている。 
 この他、1～3 年次の医学総論の学外体験実習においては、障害者施設、重度心身障害・

難病医療施設、訪問看護ステーションに学生を配属して実習を行っている。さらに、3～6
年次のプライマリーケア・選択学外臨床実習、産業医実習においては、他の病院、研究施

設で実習を行うことを認めている。いずれの場合も、実習先の責任者からの評価表をもと

に、実習時間にしたがって単位を認定している。 
 なお、本学では特色ある 6 年一貫の医学教育を行っているため、入学前の既習得単位を

本学の学修単位として認定していない。 
 
［点検・評価］ 

長所 
 積極的に他医科大学との間で学生交流を行っており、単に多くの学習環境を学生に提供

するだけでなく、学生を交換することによりお互いの大学での教育の内容がオープンにな

り、大学の教育の質を確保する効果もある。 
 独自の地域医療システムを持つイギリスにあって、医学教育のリーダー格であるロンド

ン・キングス大学との交換留学制度は、学生だけでなく、教育担当者にとっても非常に刺

激があり、大きな効果を生んでいる。また国内の提携各大学の附属病院にもそれぞれの特

長がある。さらにそれぞれの学生が、プライマリーケア・選択学外臨床実習や選択実習の

受け入れ先として特色ある地域医療機関を選択できる制度により、専門性の高い大学附属

病院では十分に経験できないプライマリーケアや地域医療に接する機会が用意されている。 
問題点 
 臨床実習や前臨床実習では、他の医学部・医科大学との単位互換制度が機能しているが、
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中・高学年における一般教養的授業科目履修の機会として総合大学との連携が取れていな

い。 
 
［改善策］ 

 中・高学年における一般教養的授業科目履修の機会として、総合大学との連携を推進す

る必要がある。 
 

７．開設授業科目における専・兼任比率 

 

(1) 全授業科目中、専任教員が担当する授業科目とその割合 

 
 全開設授業科目 217 単位のうち、一般教養的授業科目（人文科学・社会科学）と外国語

科目（英語、初修外国語）の合計 18 単位に、選択科目の一部を恒常的に兼任教員が担当す

る授業科目がある。これらはいずれも少人数編成の演習科目である。ただし、常に専任教

員が少なくともひとつのクラスを担当している。またユニット責任者として兼任教員を統

括しているのは専任教員である。 
 専門教育的授業科目は原則として全て専任教員が担当している。ただしその一部に学外

の教員を講師とする特別講義が含まれており、その比率は講義科目全体の時間数の約 3％
である。 
 全体として、全授業科目の時間数の 95％以上が専任教員によって担当されている。 
 

(2) 兼任教員等の教育課程への関与の状況 

 
兼任教員が恒常的に担当する授業科目があるのは、一般教養的授業科目の人文科学（1

年次 2 単位）と社会科学（1 年次 2 単位）、および外国語科目の英語（1 年次 4 単位、2 年

次 4 単位、3 年次 1 単位）と初修外国語（1 年次 4 単位）の合計 18 単位である。人文科学

と社会科学は、それぞれ 8～9 の選択科目のうち 7 科目が兼任教員によって担当される。外

国語はいずれも少人数編成のクラス編成になっており、専任教員と兼任教員の割合は科目

によって 1：4 から 1：11 である。 
 
２）教育方法等 

［到達目標］ 

 教育方法は従来の講義中心の知識伝達から、初年次でのスタディースキルの獲得、少人

数グループ学習を用いた問題解決能力養成、体験を重視した職場の中で学ぶ力の養成や多

職種とのチームワーキング能力養成など新しい概念が導入されている分野である。国民の

ための医師を養成する医学部として、基本的知識、基本的技能、基本的態度を涵養するた

めに、わが国だけでなく、世界で実績を上げている教育方法を検討し、本学が用いている
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教育手法を絶えず振り返り、専門的見地から学習効果の高い教育方法の導入を図っていく。

そのために、医学教育専門の部署を置き、国内外の医学教育の調査研究を行うとともに、

1 年次から 6 年次の全ての学年での教育の改善を日々図っていく。 
 

１．教育効果の測定 

(1) 教育上の効果を測定するための方法の適切性 

［現状の把握］ 

 本学では 1996 年度のカリキュラム改革以降、カリキュラムは講座制ではなく、コース・

ユニット制となっている。したがって、講座が勝手に行う講座別試験は全廃され、複数の

講座が関与するコースごとに評価が行われている。コースごとに、総合試験、口頭試験（臨

床系コースでは客観的臨床能力試験 OSCE）、とコース内の実習･演習評価の３つが総括的

評価として使われている。総合試験はそのコースのユニットの講義担当者から出題された

問題をユニット責任者が点検後、当該コースの総合試験委員会に提出され、総合試験委員

会が再度、問題の適性度を評価した後、学生の評価に使われる。出題された試験問題は総

合試験システムという試験システムにデータベースとして蓄積されるばかりでなく、コン

ピュータ採点後のデータもデータベースに取り込まれ、試験問題ひとつずつを分析し、正

答率、識別指数、MCQ での解答パターンが記録され、不適切問題は採点から除外され、

学生の最終成績となる。きわめて客観的で、厳正なペーパー試験といえる。不適切問題を

出題した教員にはデータが示され、なぜその問題が不適切かをレポートされることになっ

ている。このシステムの導入は 1997 年度であり、1997 年度以降の全ての総合試験問題が

学事課サーバーに蓄積されている。試験結果を教員ではなく、職員が管理する体制は、大

学教育が教員と職員の共同作業であることを示しているものである。このシステムは学生

の能力を厳格に、そしてカリキュラム構造にもとづいて、講座ではなく大学が総体として

評価するシステムとして、2003 年度特色ある大学教育支援プログラムに採択され、現在

では Web-based Testing(WBT) のシステムへと進化した。本学で出題された全ての既出試

験問題は WBT サーバーに蓄積され、学生は学内 LAN を用い、いつでもどこでも既出問

題を参照し、模擬試験問題をセット組みし、自分の学力を測ることができる。WBT サー

バーでは既出問題は、作成者、模範解答、回答データ（正答率や識別指数）を含め学生・

教職員に公開されている。この公開のポリシーは、教員の教育責任を明確化することにあ

る。この総合試験システムは 2002 年からトライアルが実施された共用試験システムのモ

デルとされ、本学は共用試験実施機構に総合試験システムのデータベース構造を開示し、

2001 年度以降、共用試験 CBT（Computer-based Testing）の開発に協力した。口頭試験

（Structured Oral Presentation）は従来の口頭試験とは異なり、コース内の複数の専門

分野が異なる教員が一人の学生のプレゼンテーションを聞き、学生に質問する形式である。

学生は医師になる。この口答試験では学生の知識の量を問うのではなく、説明能力（コミ

ュニケーション）、論理構築能力を測ることに主眼を置いている。複数の教員が学生の説

明を聞くことで、従来起こりがちであったひとりの教員による評価の不確実性が払拭され
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ている。さらに、これら 2 つの試験は総合試験委員会、口頭試験委員会が統括しており、

また運営には学事課が実務と成績管理を担当し、従来の講座が点数を決めるシステムに比

べ、成績管理の透明性が格段に増した。まさに、厳正な成績評価が行われていると自負し

ている。客観的臨床能力試験 OSCE は複数の評価者の前で学生が臨床手技をおこない、そ

の技能と態度を評価するものである。本学は、1999 年度からこの試験を 4 年生の臨床実

習開始前と2000年度からは5年生の臨床実習終了後の2回実施している。わが国では2002
年からの共用試験トライアルを契機に多くの医学部が OSCE を導入したが、本学はその 3
年前から OSCE を臨床実習開始前と臨床実習後に実施し、実技試験導入による臨床教育充

実をいち早く図ってきている。 

 本学には、体系的学外実習が組まれている（1 年次：福祉体験実習、2 年次：重度心身

障害・難病医療体験実習、3 年次：在宅ケア実習、4 年次：病院業務実習、5 年次：家庭医

実習、それぞれ 1 単位）。これら大学外での実習での単位認定は学外施設での学生の立ち

振る舞いを担当教員が聞き取り調査などで記録を作り、立ち居振る舞いのフィードバック

を行い、単位認定をするという立ち居振る舞いの評価を導入している。学生は実習施設と

いう「職場」でどのように行動すべきかを考えることで、職場の中で学ぶという基本的能

力を学習している。 
 2006 年に 1996 年からのカリキュラム改革後の卒業生へのアンケート調査を行った

（2006 年度医学科卒業生進路状況アンケート集計結果：学内イントラネットのホームペ

ージで掲載している）。その結果、①「在学中、本学科の教育理念や教育目標を認識して

いましたか？」に対し、認識していたが 64.8％、②「在学中のコース・ユニットの教育目

標は6年一貫医学教育として体系的に組まれていたと思いますか？」に対し、思うが77.4％、

③「総合試験システムは教育実施責任者が関与しないシステムですが、当システムについ

てどう思われますか？」に対し、良いが 74.6％、 
④「総合試験システムの評価は妥当でしたか？」に対し、妥当・普通が 76.0％であった。

この結果から、本学の教育が卒業生から高く評価されていると考えられる。また、同アン

ケートで学外実習の満足度を調べると、1 年次福祉体験実習は 91.6％、3 年次在宅ケア実

習は 90.1%が良い、とても良いと評価していた。以上から、本学の教育に対し、卒業生の

満足度はかなり高いと考えられる。 
 
［点検・評価］（長所と問題点の明示） 
 総合試験システムは、その厳格性、客観性そして試験運用の公平性に優れている。試験

としての優秀性は、2003 年度特色ある大学教育支援プログラムの採択により、広く評価

されている。講座別教育 （-ology） を信奉する教員からは未だに、「科目」ごとに知識を

まとめるためにはこのシステムは不適切であるとの批判がある。統合カリキュラムの利点

欠点を今後とも学内教員が議論し、総合試験システムの運用について議論していく必要が

ある。 
 口頭試験は学生の発表能力や論理構築能力を測る方法として意味ある試験方法である。
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学生によってはこの特性を理解し、説明能力の向上を図る者もいるが、評価者である教員

によっては「知識」に重点を置く者もいて、口頭試験で求めているものが学生に伝わりに

くいことがある。教員集団の教育方法・カリキュラムについての研修を今後とも進めてい

かなければならない。 
 OSCE は本学では定着し、臨床実習前（共用試験）と臨床実習後で学生の臨床能力を測

って、進級要件としている。本学の 6 年生は、「選択実習」15 単位で、大学附属病院だけ

でなく、地域の医療機関での実習が可能となっている。これは、学生に地域医療の重要性

を知らせ意味も含まれているが、地域での医療ニーズは大学病院での臨床実習でのニーズ

とは異なる。本学の 5 年次終了後の OSCE では、5 年次の大学附属病院で養った能力につ

いての評価は行っているが、学生が 6 年生になって地域に出て行ったときに求められる能

力までは測っていない。現在、地域医療の重要性が叫ばれている時、本学は学生が地域で

学ぶことができる能力を図るための OSCE の開発を行っていく必要がある。 
 

［改善策］ 

 教育効果の測定について主に試験制度・評価制度について述べた。試験・評価を作成す

るのは教員であり、その結果を蓄積し、分析可能にするのは職員である。総合試験システ

ム、口頭試験、OSCE、学外実習評価のそれぞれに、本学が進めようとする教育改善の理

念を教職員そして学生に周知していかなければならない。教員へは FD をすでに行ってい

るが、職員への Staff Development (SD) は未だ計画段階でしかない。SD を企画、実行し

職員の教育業務の拡大を図り、さらにこの教育理念を教職員から学生に伝えていく努力を

していかなければならない。 

 

(2) 卒業生の進路状況 

［現状の把握］ 

 卒業生の進路については下記の通りである。 
①国家試験合格率は 2004 年 94.6％(新卒 96.3％)、2005 年 92.9％(新卒 94.6％)、2006 年 
96.5%(新卒 99.1％)、2007 年 92.5%(新卒 93.1％)、2008 年 94.5%(新卒 96.0％)であった。 
②本学大学院への進学について、本学の卒業生は 2 年間の初期臨床研修終了後に大学院へ

進学しており、初期臨床研修終了時(卒後 2 年後)、レジデント研修中(卒後 3 年～5 年後)、
レジデント終了後(卒後 6 年後以降)など入学するタイミングはかなり異なっている。2001
年卒業生 109 名の内で 2008 年までに本学の大学院に入学した者は 29 名で 27％、2002 年

卒業生90名の内で2008年までに本学の大学院に入学した者は17名19％であった。なお、

年度ごとの本学卒業生の大学院入学者数は 2004 年度 24 名、2005 年度 23 名、2006 年度

15 名、2007 年度 13 名、2008 年度 16 名であった。 
③初期臨床研修について、2007 年度卒業者 100 名に対して本学附属病院で研修を行った

者は 64 名 64%であり、他の研修施設先は手稲渓仁会病院、東京厚生年金病院、東京医療

センター、ＮＴＴ東日本関東病院、沖縄県立南部医療センター、国立国際医療センター、
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国保旭中央病院など 33 施設であった。2006 年度卒業者 116 名に対して本学附属病院で研

修を行った者は 75 名 65%であった。2005 年度は卒業者 107 名に対して 67 名 63%、2004
年度は卒業者 92 名に対して 74 名 80%であった。 
④レジデントの帰学状況について、2006 年度レジデント 103 名の内で本学卒業者 84 名、

2007 年度レジデント 91 名の内で本学卒 70 名、2008 年度レジデント 124 名の内で本学卒

81 名であった。 
 

［点検・評価］（長所と問題点の明示） 

 医学部医学科の卒業生は国家試験合格後、初期臨床研修、基礎医学系大学院、医療行政

のいずれかに進む。医師国家試験の合格率の向上は大学として重要な問題である。本学は

現状の国家試験合格率には満足していない。しかしながら医学教育を国家試験合格のため

の教育とは考えていない。国家試験が 6 年次の 2 月に実施されることで、6 年次の臨床実

習（選択実習）を夏休み前までに終了させなければならないことで、6 年次の臨床実習教

育が圧迫されている。 
 初期臨床研修は必修化されている。このため、基礎医学系の大学院への入学が以前より

も困難になってきている。基礎医学研究者を養成するための基礎医学系大学院のあり方を

検討していく必要がある。専門医研修は病院組織が行っている教育であるので，ここでは

論じない。本学では専門研修の時に、臨床医学系大学院に入るケースが多い。専門医研修

と大学院での学習を両立しやすくする大学院での学習環境の整備が求められている。 
 

［改善策］ 

 医師国家試験のために特別な配慮は行っていないが、6 年次の卒業試験の改善を検討し

ている。本学は総合試験で卒業試験を行っているので、卒業試験の形式を国家試験の形式

に近づけることで学生の学習の便宜を図ろうと昨年度からカリキュラム委員会で検討を

行っている。 
 大学院については、本学独自の問題と言うより、わが国全体の共通問題である。基礎医

学研究者養成、臨床医学研究者養成について今後のわが国の大学院教育の制度的改善を期

待している。 
 

２．成績評価法 

(1) 厳格な成績評価を行う仕組みと成績評価法、成績評価基準の適切性 

(2) 履修科目登録の上限設定等、単位の実質化を図るための措置とその運用の適切性 

(3) 各年次及び卒業時の学生の質を検証･確保するための方途の適切性 

［現状の把握］ 

 本学の成績評価法は、総合試験システム、口頭試験、OSCE など複数の試験により、厳

格な進級判定を行っている。 
 本学が医学科単科であるので、ほとんどのユニット（科目）が必修単位である。選択必
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修ユニット（人文科学、社会科学、研究室配属、選択実習など）では、学生の選択の幅を

広げる努力を毎年行っている。本学では選択ユニット（自由に選択し、選択しないことも

認める科目）は、2 年次「重度心身障害・難病医療体験実習」、3 年次以降の「プライマリ

ーケア・選択学外臨床実習」、「産業医実習」など数ユニットのみである。このユニットで

は学生の希望に沿って、その学生が求める経験を担当教員が相談しながら決め、実習をコ

ーディネートしている。オーダーメイドの科目となっている。選択ユニットの数が少ない

ので、履修科目登録や履修制限は設けていない。 
 単位の実質化についても、厳格な評価システムによるプロダクト評価を行っている。 
 

［点検・評価］（長所と問題点の明示）および［改善策］ 
 医学科単科であるため、選択科目の導入によるカリキュラムの選択の自由度については

検討を行っていない。したがって現状では、問題点はないと考えている。 
 

３．履修指導 

(1) 学生に対する履修指導の適切性 

(2) 留年者に対する教育上の配慮措置の適切性 

［現状の把握］ 

 本学は医学科単科であるため、他学部とは異なり、学生への履修指導は行っていない。

行っていることは選択科目を選んだ学生との相談で、その学生が求めている学習ニーズに

あった学習環境をユニット担当教員が時間をかけて話し合っている（オーダーメイド教育）。 
 留年について、2004 年度の留年者は 13 名(1 年生 3 名、2 年生 1 名、3 年生 7 名、4 年

生 1 名、5 年生 1 名)、2005 年度は 8 名(3 年生 3 名、4 年生 2 名、5 年生 3 名)、2006 年

度は 10 名(1 年生 1 名、3 年生 3 名、4 年生 6 名)、2007 年度は 4 名(2 年生 1 名、3 年生 2
名、5 年生 1 名)であった。 
 
［点検・評価］（長所と問題点の明示） 
 留年者に対しては、個人相談や学習相談を行っている。教学委員会の学生指導委員会が

担当している。留年理由が学力の場合は、学生指導委員会のメンバーがその学生の成績を

分析し、学習困難点を明確にして指導を行っている。情緒問題が原因での留年生に対して

は個人的相談役をつけ、親とも連絡を取りながらその学生をフォローするシステムができ

ている。しかしながら、学力の問題で留年する学生に比べて、情緒問題で留年する学生へ

の対応は困難な場合が多い。 

 

［改善策］ 

 留年学生への対応は教員のみでは十分ではない。今後は職員の関与が必要であると考え

ている。また、心の問題などを抱える学生を長期にわたってフォローしていく教職員協働

の体制を作る必要があり、教学委員会で学生部長、精神医学教授、学事課事務員などのチ
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ームを作り対応することを検討中である。 

 

４．教育改善のへの組織的な取り組み 

(1) 学生の学修の活性化と教員の教育指導方法の改善を促進するための組織的な取り組

み（ﾌｧｶﾙﾃｨ･ディベロップメント（FD））およびその有効性 

(2) シラバスの作成と活用状況 

(3) 学生による授業評価の活用状況 

［現状の把握］ 

 2003 年度はＦＤを 2 回(「試験問題作成」「ＯＳＣＥ評価者トレーニング」)、医学教育

セミナーを 3 回(「6 年生の講義のあり方」「モデル・コア・カリキュラムと共用試験」「魅

力的な講義デザインの秘訣」)を開催した。2004 年度はＦＤを 3 回（「試験問題作成」「家

庭医実習指導医ワークショップ」「ＯＳＣＥ評価者トレーニング」）、医学教育セミナーを 1
回(「新医師臨床研修制度について」)開催した。2005 年度はＦＤを 3 回(「試験問題作成」

「指導医ワークショップ」「ＯＳＣＥ評価者トレーニング」)、医学教育セミナーを 1 回(「ア

ドバンスＯＳＣＥについて」)開催した。2006 年度はＦＤを 3 回(「試験問題作成」「家庭

医実習指導医ワークショップ」「ＯＳＣＥ評価者トレーニング」)、医学教育セミナーを 1
回(「セクシャルハラスメントが起こりにくい大学環境を作るために」)開催した。 
 2007 年度はＦＤを 5 回(「臨床医学演習チュータートレーニング」「試験問題作成」「家

庭医実習指導医・在宅ケア実習指導医ワークショップ」「ＯＳＣＥ評価者トレーニング」「症

候学演習チュータートレーニング」)、医学教育セミナーを 4 回(「キングス大学における

コミュニケーション教育」「臨床現場でのＩＰＥ」「地域基盤型医学教育の実践」「英国での

プライマリーケア教育」)、カリキュラム特別検討会を 2 回(「2008 年度カリキュラムの概

要」「どんな医学生をベッドサイドに送り出すか」)開催した。 
 

［点検・評価］（長所と問題点の明示） 
 本学の FD 活動の歴史は長い。本学では、①FD ワークショップ、②医学教育セミナー、

③カリキュラム特別検討会を FD 活動として行っている。FD ワークショップは 1996 年度

までは、カリキュラムプランニングをテーマにした伝統的 FD（医学教育者のためのワー

クショップ、通称、富士研の FD 方法を踏襲）を行っていたが、1997 年度以降はテーマを

絞った形での FD ワークショップ、そして 1 泊 2 日で年間回数を制限するやり方から、1
回の FD ワークショップを 1 日（宿泊なし）にして、年間の扱うテーマの数を増やす方向

で形式を変えていった。現在は、客観試験問題作成、臨床実技試験（OSCE）評価者養成、

臨床実習教育法などをテーマにすることが多い。ワークショップとは別に、医学教育セミ

ナーとして主に、学外講師を招聘し、最近の医学教育の話題についての講演（90 分）を年

間数回開催している。本学は英国医学の流れを汲む医科大学である。学祖、高木兼寛は英

国セント･トーマス医科大学の卒業である。2000 年以降、本学は英国セント・トーマス医

科大学（現キングス大学医学部）と教員交流のシステムを持っている。近年は毎年、キン
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グス大学から各分野の教育責任者を招き、医学教育セミナーを開催している。カリキュラ

ム特別検討会は、次年度カリキュラムの改善点を全学の教員で話し合おうとする企画で、

次年度カリキュラム改訂点をテーマに学内討論会として開催するものである。昨年度は

「医学総論カリキュラム」をテーマに取り上げた。 

 FD 活動は充実していると考えている。しかしながら、FD 活動に参加する教員が限られ

ていること、教授という責任者がこの活動に必ずしも積極的でないことが問題である。 
 本学ではイントラネット上に「電子シラバス」が掲載されている。これにはコース・ユ

ニットごとの一般目標、行動目標、学習上の留意点、そして成績判定方法は詳細に記され

ている。また、授業ごとに予習・復習資料を添付することができ、どの教員が資料を載せ

ているか、乗せていない教員は誰かが一目瞭然となっている。また、イントラネットとは

いえ、予習・復習教材に関しては著作権処理がされているかどうかを絶えず監視する機構

も整えている。電子シラバスには、「教務内規」も掲載しており、進級要件や試験の仕方

などの詳細な情報を学生はいつでも手に入れることができる。 
 
［改善策］ 

 FD ワークショップ、医学教育セミナー、カリキュラム特別検討会という 3 つの形式で

の FD 活動は堅持していくべきと考えている。教授など役職の高い教員をいかにこの活動

に参加させるかその方策を検討していかなければならない。 
 電子シラバスは現状では、講義・実習要綱と授業教材の提示の機能で使われているが、

今後は、この電子シラバスと現在開発中の e-Learning 教材との連携について検討する。 
 

５．授業形態と授業方法の関係 

(1) 授業形態と授業方法の適切性、妥当性とその教育指導上の有効性 

(2) 多様なメディアを活用した教育の導入状況とその運用の適切性 

(3) 「遠隔授業」による授業科目を単位認定している大学・学部等における、そうした制

度の運用の適切性 

［現状の把握］ 

 本学では大講義（クラスサイズ 100 名または 50 名）、20～30 名の講義、チュートリア

ル（8 名の学生に 1 名のテューターがつく）、実習（解剖学実習など）、学外実習、見学実

習、小グループ実習（診断学実習など）ロールプレイ、臨床実習（3～4 名グループでの病

棟実習）を授業形態として採用している。知識伝達型の教育には講義を、問題解決型の教

育にはチュートリアル、実技指導には小グループ実習、ロールプレイなどを用いている。

授業形態は求める教育目標（知識、技能、態度・習慣）に沿ったものが選択されている。

教務内規上は、①講義、②実習・演習、③学外（体験）実習、④臨床実習の区分があり、

実習・演習ユニットでは 80％以上の出席を求めている。これは、学習内容として自分が経

験することで学ぶ内容のものを実習・演習としているためである。自己学習により知識の

増強を図るべき教育内容は講義の形態としている。講義で学ぶ内容は総合試験システムに
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より厳格に評価を行い、学生に求める成果があるかどうかを測っている。実習・演習では

知識レベルよりも、技能、態度レベルの評価を行うため、ユニットによってはその評価は

点数ではなく、合否判定としている。学外実習は全てこの合否判定で行われ、不合格の場

合は進級できない制度となっている。 
 2006 年度現代的教育ニーズ取組支援プログラムにおいて「卒前教育教材から卒後生涯教

育教材へ－e-Learning を用いた医療系学部の地域医療者貢献」が採択され、本学での学

内学生用、学外で実習中の学生用のe-Learning システムが確立された。本学のe-Learning 
では知識レベルの教材配信は考えていない。それは知識レベルの学習は他のインターネッ

トや書籍から十分学べるが、診療技能については正しい技能と誤った技能を見比べ（間違

い探し）、他者が行っている技能を観察することで自分の技能を振り返る（人の技見て、わ

が技直せ）能力開発こそが医師養成に必要と考えているからである。 

 
［点検・評価］（長所と問題点の明示） 
 授業形態を①講義、②実習・演習、③学外実習、④臨床実習に分け、それぞれの教育内

容に合わせた教育手法を使っていると判断している。また、授業形態によって、成績判定

方法を明確に変えることで、その授業科目が学生に何を求めているかを計画にしている。 
 医学教育では、PBL-チュートリアルのような少人数グループでの問題解決能力を目指す

教育が拡充される必要がある。しかしながら、チュートリアルでは学生６～8 名に 1 名の

教員を配置する必要があり、その教員確保、及び教員のスケジュール管理に困難な部分が

ある。少人数教育は、医療倫理教育、コミュニケーション教育、問題解決能力養成、診療

技能トレーニングなど多くの分野で必要となっている。 

 

［改善策］ 
 現状では、少人数教育を行うためには、多数の教員（数百人規模）の授業スケジュール

管理が必要である。教員の教育業務管理と業績管理を学事課が行っているが、この機能を

向上させていくことが重要である。 
 
 ３）医学部医学科の国内外との教育研究交流 

［到達目標］ 

 質の高い医療人を育成するにあたり、本学の医学科生に国際的基準にあった診療参加型

臨床実習を実践させる。そのため、本学学生の積極的な国内外医療施設での選択実習や、

海外の医学生を選択実習において受け入れる。 
 

１．国内外との教育研究交流 

(1) 国際化への対応と国際交流の推進に関する基本方針の適切性 

［現状の把握] 

本学は学祖・高木兼寛が英国ロンドンのセント・トーマス医科大学を卒業していること
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から､King’s College, School of Medicine（St. Thomas, Guy’s, King’s の 3 医学校が合併）

と姉妹校関係にある。英国は実地医家養成を卒前教育の目標にしており､本学の教育目標に

も合致する。そのため、積極的に King’s College との交流を行っており、医学部最終学年

の選択実習において、毎年 2～3 名の医学生の相互乗り入れを実践している。なお、本学学

生の King’s College への派遣にあたっては、応募者の中から本学の国際交流委員会にてそ

の選考を行い、奨学金の支給を行っている。 
更に、本学では King’s College 以外の全世界の医学校から医学生を選択実習において受

け入れている。実習期間は 1 ヶ月～3 ヶ月である。2005 年 10 月～2007 年 3 月までの間に

15 名（英国、ドイツ、ニュージーランド、オーストラリア、米国）、2007 年 4 月～2008
年 3 月までの間に 25 名（英国、ドイツ、香港、マレーシア、ニュージーランド、シンガポ

ール、タイ）の医学生を受け入れ、学生が希望する診療科において実習を行った。 
また、本学では 6 年生の選択実習において、学生自らが海外の医療施設や指導教官と交

渉し、受け入れ許可を得た場合に海外での実習を許可している。なお、この選択実習にあ

たっては、本学の選択実習委員会が設定した基準を満たす医療施設に限定している。2006
年度には 13 名（14 施設）、2007 年度には 13 名（9 施設）が海外の医療施設で選択実習を

行った。 
 
［点検・評価］（長所と問題点の明示） 

長所 
① 本学ではほぼ年間を通して常時、海外の医学生が選択実習を行っている。これらの学生

の存在は、本学の医学生や診療科医師に大きな影響を与えており、国際化に向けて貢

献している。 
② 海外の医学生を通して、諸外国の医学教育カリキュラムを知ることが出来る。また、良

い点があればそれを導入できる。 
③ 海外で実習する本学学生は、自ら海外の医療施設や教育担当者と事務手続き等を行うこ

とで、国際的約束事や感覚を身に付けることができる。 
問題点 
① 海外で実習を行う本学学生と本学で実習を行う海外の医学生の数が増加している。特に、

海外の医学生数が急増しており、係る事務処理が膨大化している。教育センターにて

対応しているが、専任部署が必要である。 
② 海外からの学生に対する宿泊施設として、女子学生用に 2 室、男子学生用に 1 室を用

意しているが、学生が同時期に重なると、選択実習を断るか学生自身に宿泊のアレン

ジをさせなければならない。その場合には、学生の安全管理面において不安がある。 
③ 諸外国で選択実習を行う場合、実際に行った臨床実習の内容、担当教官の学生評価の適

正度などが十分に把握されていない。 
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［改善策］ 

これまでは大きな事故や問題を生じることなく選択実習生の派遣や受け入れを行ってき

たが、今後は海外からの選択実習生の増大が予想される。安全かつ効率的な手続きを行う

ために、専任担当部署の設置が必要である。また、今後更に増大することが予想される海

外からの選択実習生のための宿泊施設の確保も必要である。 
 
 

４）教育センターの国内外との教育研究交流 
［到達目標］ 

 本学の医療者教育の水準を国際的レベルに到達させるために、英国、米国の関係大学と

連携を保ち、意見交換を行いつつ、外国の教育手法について調査研究を行う。また、本学

に導入すべき教育手法については現地での視察や教員の招聘を行う。 

 

１．国内外との教育研究交流 

(1) 国際化への対応と国際交流の推進に関する基本方針の適切性 

［現状の把握］ 

 本学の学祖、高木兼寛は英国セント・トーマス医科大学（現キングス大学医学部）を卒

業した（1880 年）。1979 年（昭和 54 年）にキングス大学医学部と学生の交換留学の制度

を作った。2000 年に本学の 120 周年が行われた時、本学はキングス大学から医学教育者

（Rees 教授）を招聘した。ここでの話合いで、本学とキングス大学医学部との間で学生

交流だけでなく、教員交流も行うことが決定された。 
今までのキングス大学との教員交流を表に示す。 
 

今までの東京慈恵会医科大学とキングス大学医学部の医学教育担当者交流の実績 

訪問日程 訪問者 
所属 

職名 

主な訪問先

（所属） 

主な訪問先

（氏名） 
訪問内容 

福島 統 
医学教育研究室助

教授 

柏木 秀幸 
外科学講座 

助教授 

２００１年 

３月１７日～ 

３月３１日 

古谷 伸之 
総合診療部 

助手 

Office of 

Medical 

Education 

Dr.  

John Rees 

キングス大

学 

医学部卒前

教育視察 

２００４年 

２月３日～ 

２月８日 

福島 統 
医学教育研究室教

授 

Office of 

Medical 

Education 

Dr.  

John Rees 

学内試験制

度について

の討論 

２００４年 福島 統 医学教育研究室教 Office of Dr.  卒業試験
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６月１６日～ 

６月１７日 

授 Medical 

Education 

John Rees OSCEの見学 

２００４年 

８月２３日～ 

８月２６日 

深谷千恵子 
看護学科 

国際交流委員長 

Primary and 

Intermediate 

Care Section 

Dr. 

Barriball 

看護学部と

の 

交流の打ち

合わせ 

２００５年 

５月３０日～ 

６月４日 

福島 統 
医学教育研究室教

授 

Department of 

General 

Practice 

Prof.  

Roger Jones 

今年度交流

についての

打ち合わせ 

２００６年 

１月２３日～

２７日 

福島 統 
医学教育研究室教

授 

Department of 

General 

Practice 

Prof.  

Roger Jones 

今年度交流

についての

打ち合わせ 

２００６年 

１月２３日～

２７日 

野呂幾久子 日本語教育研究室

Office of 

Medical 

Education  

Dr. Elaine 

Gill 

コミュニケ

ーション教

育討論 

２００６年 

６月１１日～

１６日 

福島 統 
教育センター 

教授 

Department of 

General 

Practice 

Prof.  

Roger Jones 

今年度交流

についての

打ち合わせ 

２００６年 

６月１１日～

１６日 

松島 雅人 
総合診療部 

助教授 

Department of 

General 

Practice 

Prof.  

Roger Jones 

プライマリ

ーケア指導

法講習会参

加 

２００６年 

１０月４日～

９日 

松島 雅人 
総合診療部 

助教授 

Department of 

General 

Practice 

スタッフ 

プライマリ

ーケア教育

に関する討

論 

２００７年 

５月１４日～

１７日 

松島 雅人 
総合診療部 

助教授 

Department of 

General 

Practice 

Dr. Anne 

Stephenson 

Dr. Richard 

Phillips 

卒業試験

OSCEの視察、

GPオフィス

実習の視察 

２００８年１

月２８日～２

月２日 

福島 統 

小松一祐 

教育センター教授

教育センター 

Office of 

Medical 

Education 

Prof. John 

Rees 

Dr. David 

Byrne 

キングス大

学医学部で

のIT教育の

視察と討論 
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今までに東京慈恵会医科大学に来訪したキングス大学医学部の医学教育担当者交流の実績 

訪問日程 訪問者 
所属 

職名 
訪問内容 

２０００年 

１０月１１日

～１３日 

Dr.John Rees 
Department of 

General Practice

英国キングス大学医学部での医学

教育カリキュラムの紹介 

２００６年 

２月１２日～ 

１６日 

Dr.John Rees  

Dr.DavidMcGibbon 

Department of 

General Practice

Dr.John Rees により、英国での診

療技能教育、とくにスキルスラボ

での教育の紹介。 

Dr.David McGibbonにより、英国臨

床実習での学生評価方法の紹介。

２００６年 

１０月２４日 
Sir Michael Jonathan 

Guy's and St. 

Thomas' Hospital

経営責任者 

訪問内容 慈恵医大病院での学生

教育の視察、大学病院経営につい

ての討論 

２００６年 

１２月９日～ 

１３日 

Prof. Roger Jones 
Department of 

General Practice

GPオフィスでの他職種との関わり

についての教育効果紹介 

２００７年５

月２７日～６

月３日 

Dr. Ellaine Gill 

Dr. Michael Gill 

Office of Medical 

Education 

Department of 

Geriatrics 

キングス大学でのコミュニケーシ

ョン教育と多職種連携教育 

２００７年１

０月２８日～

１１月３日 

Dr. Anne Stephenson 
Department of 

General Practice

GP養成のための医学教育カリキュ

ラム 

 

［点検・評価］（長所と問題点の明示） 

 キングス大学とのほぼ毎年の教員交流により、お互いの教育実践を知り合えるようにな

ってきている。本学の立場から言えば、コミュニケーション、倫理、基礎医学、診療技能、

臨床実習、総合診療などのそれぞれの責任者との間に太いパイプがあり、メールを使って

いつでも質問、討論できる間柄となっている。 

 米国を含み他の外国との交流も必要であるが、相手校が多くなると緊密な関係の維持は

困難である。 

 

［改善策］ 

 このまま、キングス大学との友好関係を構築する。外国連携についてはアジアの視点も

考えていく必要がある。 
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 ５）総合医科学研究センターの国内外との教育研究交流 

 ［到達目標］ 

 本センターは大学の理念目標である良医の育成にあたって、学術的立場よりこれを支援

するものである。すなわち全人的医療の提供者を養成して、人類の福祉と健康に貢献する

ことである。これを実現するために、内外の研究者と積極的な交流を果たして、研究を国

際レベルで推進することが本センターの目標である。 
 

１． 国内外との教育研究交流 

(1) 国際化への対応と国際交流の推進に関する基本方針の適切性 

［現状の把握］ 
 本センターは学内の中核的研究施設であり、教員には国際性が要求される。そのために、

教員の国際経験を積極的に支援し、また、外国籍教員の導入を図ってきた。その結果、DNA
医学研究所を例にとると、一年以上の海外研究経験を有する教員は 82%に達している。ま

た、本センター専任教員の欧文誌に発表した原著論文は 2007 年度には 79 編におよんでい

る。 
 2007 年度の教員として本センター内に外国籍の研究者は 2 名である。これまでに東アジ

アを中心に 6 カ国より 11 名の留学生を受け入れた（DNA 医学研究所）。また、各研究所、

研究室では積極的に外国人研究者によるセミナーが開催され、学内の教員および医学生・

大学院生に大きな刺激を与えている。 
 
［点検・評価］（長所と問題点の明示） 

 本センター所属教員の高い海外研究経験率を反映して、国際レベルでの研究が進んでい

る。このことは海外研究者によるセミナーの開催等につながり、国際化に貢献している。 
従来、国際交流は欧米に偏る傾向があったが、日本の地理的条件を考慮して、より積極的

に東アジアとの関係を深めることがこれからは要求される。 
 人的交流は増加の傾向にあるが、英語によるホームページの対応等に遅れの見られる部

署も存在する。早急な対応が求められる点である。 
 研究交流は個人的な関係に依存する傾向があり、学内横断的な研究課題の基で行われる

交流を組織的に計画する必要がある。 
 

［改善策］ 

 国際化に対応するためには、英語によるホームページを提供する必要がある。本学の英

文年報である Research Activity 等を利用して、最新のホームページの作成を行う。 
海外留学生の受け入れを促進するために、本センターレベルでの海外大学との交流を進め

る。 
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６）学術情報センターの国内外との教育研究交流 

［到達目標］ 

 国内外にわたる研究や教育に積極的に関与し、交流を行う。 

 国内外他大学からの研修、見学等を受け入れ、図書館情報学研究や標本作製技術等を指

導する。 

 
 

１．国内外との教育研究交流 

(1) 国際化への対応と国際交流の推進に関する基本方針の適切性 

［現状の把握］ 

 医学教育研究室の准教授は医学論文編集者の国際会議に定期的に出席して、同分野の研

究者との交流を保っている。職員は、医学図書館関係の国内外の会議で発表をしたり、ま

た WHO の医学情報関係の委員や、ASEAN 各国で開催される研修会での講師を務めたり

することにより、国内外の学術情報関係者との交流を深めている。 
 国内外を問わず、医療関連機関から、史料室、標本館、図書館の見学の依頼があるが、

可能な限り受け入れて、情報交換の機会としている。 
 
［点検・評価］（長所と問題点の明示） 
 学術情報の流通環境は常に変化するので、国内外との交流により、効果的な利用環境構

築についての最新情報を入手し、本学での情報サービス業務の充実に活用している。 
 情報サービス業務の充実のために、継続的に研究を進め、定期的に会議に参加して、発

表や情報交換をすることは効果があるのだが、国内外の会議への参加、および発表は、主

として、業務以外の時間で対処する必要があるため、日常業務に流されて怠りがちになる

ことが問題点として挙げられる。 
 
［改善策］ 
 職員間の事例報告会を定期的に開催するように務め、報告会で出された問題点やその解

決に関する調査結果を、国内外の会議で報告する習慣をつけ、教育研究交流を保つ体制を

整える。また、関連団体の開催する教育研究プログラムには、これまで同様、積極的に参

加するように努める。 
 

 

７）通信制大学院 

     該当なし 

 

 


