
医学教育の現状と今後の展望

病 院 見 学

医学生の見学については,主に春 ･夏 ･冬季休

暇にできるだけ希望通りに受け入れている.見学

は1回1-5日まで,複数回見学する学生も多い.

見学者は年間50名くらいであったが,夏季休暇

中の8月の見学が最も多く平成 22年8円は31名

の学生が見学しており,5年生が巌も多かった.

見学は,将来の臨床実習先の選択,臨床研修マ

ッチング先の選択を考えてのものが大部分なの

で,初回の学生に対しては,きちんとしたオリエ

ンテ-ションを行っている.

ま と め

1.臨床実習に対する学生からの評価は比較的高

く,患者 ･指導医の負担もそれほど大きくは

なかった.

2.自己評価による学習到達目標の向上項目数に

9

ついては,学生間でばらつきがあったが,実

習診療科の差というよりも学生個人の差と考

えられた.

3.他大学医学部学生のクリニカルタラ-クシッ

プを積極的に受入れることが,臨床研修マッ

チングに結びついていた.

4.臨床実習や病院見学実習において指導体制と

ともに指導医の熱意が非常に重要である.

5.目利きの医学生や臨床研修医に選ばれるため

には,病院の質を向上する必要があり,実習

先,臨床研修先として選ばれることは結果と

して患者や医師にも選ばれる病院につなが

る.
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AbstTaCi

TheanalysisoftheshldentopiniononPBLtutorialwasdoneかomquestionnaires&om2006to

2010.FourpointsofthefollowingWereSummarized.

1.ThesatisfactiontoPBLtutoriallearning,thest舶dentthatitseemsthatitishigh｡fthe

self一昔eamingtropismorthestudentwhohadatutorpe血TmingaCommentaryeareftl約yishigh,

buttherearenotmanyatall払eopinions.

2.Theopinionofonemajori抄whoarenotabove,avoicetoexpectae研isitionoftheknowledge

bytheconven如n裏tectureisaccountedforbytheopin量onthatisnegativeformost,PBLtutorial.

3.ThereareparticularlyalotofopiniontoTepOlt軌enoneooperativityofthestudentinthe

groupass短nmenttoreportdeflCiencyoftheschedulesettingofPBLtutoriaHearning,numerous一

messofthemlmberofthescenariosanddeficiencyatinvest短ationtime,diffictiltyofthelearning

withot旦taeadem量cbackground.

4.Opiniontonominateまackofzea王oftutorandlackoftheleadershiparereachedtothenumber

thatcannotbeignored.

監eywords:PBLtutorial,clinicalsttldy,questionnaire

は じ め に

PBL (Problem-basedlearning)デュー トリア

ル とは少人数グル-プの学生がテユ-タ-(教師)

の助 言を得ながら個々の問題解決に必要な事柄を

学ぶ方式で,学生の問題発見能力と問題解決能力

を伸ばし,生涯学習の態度 を身につけるに適切な

教育方法 として 世 界 の医科系大学で取 り入れ られ

てきている 1)2)

新潟大学医学部医学科においても医学教育改革

の一環 として,数年前よりPBLテユ- トリアル教

育が 3,4年生の ｢統合臨床医学｣講義を中心に試

み られて来た.本調査は,過去 5年間実施 されて来

たこの学習に対する学生の反応 を授業アンケー ト

から読み取 り,今後の PBLテユ- トリアル教育を

推進するにあたっての参考としたものである.

授業アンケー ト

2006年から2010年度の 5年間に実施 された 3,

4学年対象の ｢統合臨床医学｣講義 を中心に臨床

系医学講義で集計 された授業 アンケ- トを概観

し,これ らの授業で運営 された PBLテユ- トリ

アルに対 して学生がどのような意見をもったかを

調査 した.アンケ- 卜は各講義の最終時限時に学

生に配布 され,無記名にて種々の設定項 削 こつい

て記入 して もらった.今回,この調査で用いた自

由意見は文章で記載 してもらい,特に課題や規定

は設けてはいない.授業を受けて感 じたままに以

下の 3点について学生の観点から自由に記載 して

もらった.

1.授業で良かった点

望.授業で改善が必要な点

3.そL7)他(/)意見

意見の年度推移

回収 されたアンケ- トの自由意見総数は 206件

(表 呈)にのぽったが,これらを年度別に集計する

ど,PBLチエ- トリアル を開始 した当初 に くら

ぺ,学生の満足度は年々増加 して来ていることに

気づ く.これには,教師側の授業改善の努力が反

映 されて来ていること,また,学生が年度 ごとに

増加 して きたグループ学習の機会 を得て PBLテ

ユー トリアル方式の授業に徐々に慣れ親 しんで来

たことなどの背景が影響 していると推測 される.

しか しながら,全年度を通 して,PBLテユー ト

リアル授業への ｢改善が必要な点｣に関する意見
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表 1

年度 良かつた点 改善が必要な点 その他 計

2006 7(11%) 35(55%) 22(34%) 64

2007 8ほ0%) 26(63%) 5(12%) 41

2008 十1900十 24ほ7%) 5(14% ) 36

2009 一郎33%) 26(58%) 4(9% ) 45

2010 1日55%) 9(45%) OLOO/Q1 20

計 48(23% ) 120(58%) 36(17% ) 206

良かつた点 改 善の必要な点

PBLテユ- トリアルそのもに対する意見 (N=49) 12 (24%) 3 7 (76%)

PBLテユー トリアルの運営に関する意見 (N=81) 7 (9% ) 74(91%)

テユ-タ- (教師)に関する意見 (N=61) 2 5 (ヰ lo/O) 36(59%)

が全体意見の半数以上 (58%)を占めている事

は無視出来ないものがあり,年度の進行と関連無

く毎年度=一定割合で確認 されることも留意しなく

てはならない.

意見の分類

更に,これ らアンケ- 卜の内容から,総数 206

意見内容の分類を試みたところ以下の4つの内容

に大別された.すなわち ;

1.グル-プ学習 (PBLチエ- トリアル)その

ものに対する意見 佃=ニ49)

2.グル-プ学習 津BLテユー トリアル)の運

営に関する意見 (N-81)

3.チエ-タ- (教師)に関する意見 佃 =-61)

4.その他 (教育設備等に関する意見)(N-15)

ll

これらの意見を ｢良かった点｣｢改善の必要な

点｣から展望 してみると羨 望の様な分布 となる.

なお,｢その他の意見｣は内容が多岐に渡るため

分析からは除外してある ;

いずれも ｢改善の必要な点｣意見が過半数を占

めるが,特に ｢運営｣に関 して改善を求める意見

が約 9割を占めているのが注 目される.また,義

2から読み取る事は出来ないが,｢良かった点｣を

挙げた44人の意見中 13人 (290/a)が,同 じく

｢改善の必要な点｣を併せて挙げていることも留

意すべきであろう.

意 見 内 容

衰 2における分類から代表的な意見内容を紹介

する.なお,敢えて言葉使いなどはアンケー トの

文面を変えずにそのまま掲載 してある ;



12 新潟医学会雑誌 第 127巻 第 ま号 平成25年 (2013)1月

1.PBLテユートリアルそのものに対する意見

｢良 か っ た慮｣

湊 ゲル-プ学習を通して,自分から進んで

問題点を解決しようと努力できた.

3> グル-プ学習において,全症例について

レポ- トが保されたことでムラのない学

習が促されてました.優れた方式だと思

います.

> グループ学習の時間が多くあり,分から

ない所を友達と話し合ったり,先生に闘

いたりすることで,質問点を解決するこ

とができた

｢改善の必要な点｣
> なぜこういう授業を1年生から少しでも

やらなかったのか,臨床の内容なのだか

ら,もっとゆっくり,じっくりやりたい.

3> 講義の比重を増やしてもよいのではない

か.

3> 発表会では学生の発嚢を熱心に聞いて,

的確な助言がほしい.

3> ダル-プ学習は教科書に記載されてある

ことの一部を写しているだけで内容はな

い.スライド作成に時間をとられ,あま

り覚えていない.

3> 回議対策なら小テス トを多くやればよい

し,学問追求なら回数を減らして最近文

献を検献させるような設問を出した方が

よい.

2.PBLテユートリアルの運営に関する意見

｢良かった点｣

> 一部の先生を除いて,グループ学習に個

人レポ- トを要求しなかったため,個人

レポ- 卜にとらわれずにみんなでテ-マ

について考える時間ができた.

3> 講義とグループ学習の時間配分のバラン

スが良く,スム-ズに学習できた.

> 発表症例が最初から提示 されていたの

で,ひとつの症例にじっくり取り組めた.

また,発表準備時間が短くて,即日発表

だったので,ダラダラせずに集中して考

え,まとめる訓練になった

湊 ケーススタディで業際の症例に触れた後

で,解説の講義があったので理解しやす

かったです,

｢改善の必要な点｣
> ゲル-プの人数が多く,作業をやらない

人がいる.また,まとめるべき事項の提

出が遅く,調べる手間が二度かかり効率

が悪い.発表内容を分けることで,他班

の内容の理解がしにくい.

> グループ学習時間が短すぎるため,スラ

イ ドを作る時間もままならない.また,

他の症例に眼を適す暇がないので,他班

の発表を聞いても頭に入らない,今の倍

くらい時間がないと話しにならない.

> ゲル-プ発表の回数に対しての講義数が

少なすぎる.ほとんど学生の自習で終わっ

た.講義の回数 ･配布資料を増やすべき.

湊 ダル-プ学習の時間が短く,あまり症例

について学ぶ時間がなかったので,もう

少しゆとりのあるグループ学習にしてほ

しい.

束 症例発表の提示から発表会までの時間が

短く,準備の時間が不十分と感じた.

> グループ学習の時間があまりに短く,自

分の担当症例のレポー トを作成すること

に追われ,他の症例に目を適せなかった.

ユニット数を減らすか,締め切りをもう

少し長くして欲しい.

3> グル-プ学習の前に講義をすべき.いき

なり症例を渡されても,考えられる以前

の問題で,てきとうな意見や考えが多く

なる.

3.テユーター (教師)に関する意見

｢良かった点｣
3> ダル-プ学習中にテユータ-の先生が積

極的に関わってきてくれた時は治療や診

断方法について,教科書以上の知識が碍
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られました.

3> ゲル-プ学習時に,1グル-プに 1人の

テユ-タ-が配置 されていて非常に良か

った.他の科でも,ちゃんと教員が充実

していれば学習効率はもっと上がる.

湊 テユータ-の方が熱心に指導 してくださ

ったこと.

> 教員の方々の熱意が伝わった,面白かっ

たのでやる気が出た.

｢改 善の必要な点｣

> テユータ-の先生があまり熱心ではなか

った.

> 症例の予習を全くしてこないで,発表に

来る教官がいました.最低限のル-ルと

してそういう事はしっかりしてほしい.

> グル-プ学習の教員の解説が,人により

違いがあったのは残念だったです (ほと

んど解説 してくれない先生 もいました).

> グループ学習時,チエ-タ一問にやる気

と指導力の差があり過ぎ.

> 症例があまりにも単純すぎる.テユータ

-の役割,及び PBLで学生に何をさせた

いのか分からない.そもそもPBLを教員

は本当に理解 しているのでしょうか ?

3> 質問 したいのに先生が見つからず,発表

の 15分前にやっとつかまるという事が

時折あった.誰がどのグループを担当す

るかはっきりわけた方がいいと思った.

3> テユ-タ-の指導がテキ ト-すぎる ほ轟

が浅い,人により説明が違 う).

3i- グループ学習中のテユ-タ-の役割が不

明.PBLを導入するのなら,開始する前

に学生,テユータ-の両方に相応の研修

をするべき.

ま と め

2006年度から2010年度までの講義アンケー ト

からPBLテユ- トリアルの学生意見の集約を試

みたが,以下の 4点に要約 される ;
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1.自己学習指向性の高いと思われる学生,ある

いは解説を丁寧に行 うテユーダーに当った学

生の PBLテユ- トリアルへの満足度は高い

が,その意見は決 して多くはない.

2.-方,そうでない大多数の意見では,従来の

｢講義形式｣による知識の獲得 を望む声が多

く,PBLテユー トリアルに対 しては否定的な

見解で占められる.

3.後者では特に,PBLテユー トリアルのスケジ

ュール設定の不備,シナ リオ数の多きと調査

時間の不足,予備知識無 しでの学習の困難 さ

等を訴える意見が多く,同グループ配属の学

生の非協力を訴える意見も少なくない.

4.また,テユータ-の不熱心,指導力の欠如を

挙げる意見も無視出来ない数に登っている.

お わ り に

学生が PBLテユ- トリアルの意味,意義 3)杏

充分理解 していない為,PBLテユー トリアルその

もの,あるいはテユ-夕-の役割への誤解や不満

が目立つアンケー ト結果となったように感 じなく

もない.しか し,余裕の無いスケジュールや,良

己学習 ･論議の為の十分な時間確保が学生側から

提起 されたことは今後の PBLテユー トリアルを

運営するにあたっては重要である.
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