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巻頭言
藤田保健衛生大学は、1964 年の設立以来着実な発展を遂げながら今日に至って
います。本学は建学の理念である「独創一理」と大学病院理念である「我ら、弱き
人々への無限の同情心もて、片時も自己に驕ることなく医を行わん」を学風とし、
2015 年に制定された藤田学園ビジョンに教育に関する 3 つの基本目標、「謙虚で誠
実に医療を実践できる人材を輩出する」、「患者中心の専門職連携を実践できる人
材を輩出する」、「独創的な学究精神と国際的視野を持った人材を輩出する」を高
く掲げて、その実現のため日々努力を重ねてきました。医学・医療の様々な分野で
リーダーとなる人材を本学から数多く輩出することにより、医学・医療の発展に貢
献してきました。
創立 50 周年を節目に藤田保健衛生大学医学部は新たなステージに向けて大きな
変革を進めています。改革の三本柱として「リサーチマインドの涵養」、「グロー
バル化」、「医療、介護、最先端医療、地域医療を担う新医療人」を基軸に、カリ
キュラム改革と医学教育の刷新を進めています。また、医学・医療の発展には不可
欠な医学研究を重点的に推進することで、国内外の医学研究基盤において、より重
要な役割を担える医科大学を目指しています。さらに海外の人材とのネットワーク
を強化し、国際連携を推進していきます。これらの改革を通して、世界に例を見な
い少子高齢化を迎える我が国医療を先頭で担うフジタ新医療人育成に取り組んで
いきます。
この度の医学教育分野別認証受審の取り組みは、教授会構成員全員の主体的参加
を核として全学をあげて本学の医学教育を自己点検・検証すると同時に、よりよい
ものへと改革していくための重要な契機となりました。カリキュラム改革において
は真に実りのある目標達成基盤型を本学の医学教育の伝統のなかでどのように展
開するのか。卒前教育、卒後教育、特に初期研修から専門医研修そして生涯教育を
一貫して担っていくのが医学部の使命であり、その存在価値をさらに高めていくに
はどうしたらよいのか。既に取り組んできた参加型臨床実習をさらに発展させ、知
識・技能のみでなく医師として最も重要なプロフェッショナリズムをどのように育
成するのか。こうした課題に対し、多くの教職員のみならず学生諸君、ご父母や医
学教育にご協力いただく患者さん、関係者の皆様の支援を統合していく活動こそが
医学部そのものであると、今回の受審準備を進める中で改めて認識が深まったと自
負しています。
藤田の医学教育が内外に誇れるものとして評価されることを目指した医学教育
改革を実現し、藤田が輩出する人材が真のプライドを持って様々な方面で活躍し、
日本と世界の発展に貢献していくことを祈念しています。

2016 年
9月
学部長 岩田 仲生
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略語・用語一覧
【一般】
建学理念：独創一理 ；私たちの想像力を人々のために
病院理念：我、弱き人への無限の同情心もて、片時も自己に驕ることなく医を行わん。
藤田医学会：毎年 10 月に 2 日間にわたって行われる。藤田学園のすべての教員、院生、研
究生が参加する、総会形式の医学学会。

PSA：Professor Student Association。教員と学生(クラスの代表が選出される)が主と
して学生生活に関し話し合う。教員は学生指導委員長がこの会に関わりを持つ。
STH：Self Training Hour。自己学習のため用意した時間。
里親制度：学生の進路や生活面で支援するシステム。主として臨床の教授がこの任にあ
たる。
不老会：系統解剖の献体等を行う篤志家のグループ。

【科目】
アセンブリ：建学の理念に基づき実施される特別教育活動。本学園に所属する全教員(臨
床で患者を診ているものは加わらなくともよい)、全学生が参加する。チ
ーム医療の基盤形成を目的とし、1 年次、2 年次、3･4 年次と、それぞれ異
なったチーム活動を行う。
読書ゼミナール：M1 対象。少人数グループで、教員が各自選んだ 1 冊の本を輪読する。
Human Biology ： M2 対 象 。 生 命 科 学 系 初 学 者 向 け の 英 文 教 科 書 、 'Human Biology ’
(McGraw-Hill education)を小グループで抄読する。後半でその内容に関
する自由研究を行い、学会形式で発表する。

生理化学：M1 対象。物質の透過性など、生体膜の機能について基本的な性質を講義と実習
で学ぶ。
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統合基礎医学：M2 対象。基礎と臨床の橋渡しをする科目。毎年、動脈硬化症、ニューロサ
イエンスの基礎と統合、肥満、などテーマを変え、基礎系と臨床系の講師が
多面的に講義を行う。

総合医学：M4 対象。M3 で履修した臨床系教科を横断的に捉え、発展的内容を学ぶ。
選択制総合医学：M6 対象。4 月初めから 6 週間、学内外の研修病院及び国外の提携校で
clinical Clerkship を行う。

【試験】
IT 試験：Intelligence Training 試験。知識の確認テスト。授業内容から 1 コマ当たり
1 問の多肢選択問題を教員が作成し、2～3 ヶ月に 1 度まとめて行う。定期試験
の 2 割評価に組み入れられる。
特別再試験：M1～4 対象。本学は各科目の再試験は原則 1 回のみだが、再試験不合格科目
が 2 科目以内の場合に受験できる 3 回目の科目試験。

基礎総合試験：M2 学年末に実施される、基礎系科目の総合試験。進級要件。
総合医学試験：M4 前期末に実施される、総合医学の講義内容についての総合試験。進級要
件。

臨床総合試験：M5 前後期に計 2 回実施される、臨床知識を問う総合試験。進級要件。
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１.

使命と教育成果
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１. 使命と教育成果
1.1 使命
基本的水準：
医科大学・医学部は
•

自己の使命を定め、大学の構成者ならびに医療と保健に関わる分野の関係者に理
解を得なくてはならない。（B 1.1.1）

•

その使命のなかで医師を養成する目的と教育指針（Educational strategy）とし
て以下の内容を含めて概略を定めなくてはならない。

•



学部教育としての専門的実践力（B 1.1.2）



将来さまざまな医療の専門領域に進むための適切な基礎（B 1.1.3）



医師として定められた役割を担う能力（B 1.1.4）



卒後研修への準備（B 1.1.5）



生涯学習への継続（B 1.1.6）

その使命に社会の保健・健康維持に対する要請、医療制度からの要請、およびそ
の他の社会的責任が包含されなくてはならない。（B 1.1.7）

質的向上のための水準：
医科大学・医学部は
•

その使命に以下の内容が包含されているべきである。


医学研究の達成（Q 1.1.1）



国際保健への貢献（Q 1.1.2）

注 釈：
▪

[使命]は教育機関の全体にまたがる基本構造を示し、教育機関の提供する教育プ
ログラムに関わるものである。使命には、教育機関固有のものから、国内そして
地域、国際的なものまで、関係する方針や期待を含むこともある。

▪

[医科大学・医学部]とは、医学の卒前教育（学部教育）を提供する教育機関を指
す（medical faculty, medical college とも言われる）。[医科大学・医学部]
は、単科の教育機関であっても大学の１つの学部であってもよい。一般に研究あ
るいは診療機関を包含することもある。また、卒前教育以降の医学教育および他
の医療者教育を提供する場合もある。[医科大学・医学部]は大学病院および他の
関連医療施設を持つ場合がある。

▪

[大学の構成者]とは、大学の管理運営者、教職員および医学生、さらに他の関係
者を含む。

▪

[保健医療の関係者]とは、公的および私的に医療を提供する機関および医学研究
機関の関係者を含む。
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▪

[学部教育（卒前教育）]とは多くの国で中等教育修了者に対して行なわれる卒前
医学教育を意味する。なお医学ではない学部教育を修了した学士に対して行なわ
れる国あるいは一部の大学もある。

▪

[さまざまな医療の専門領域]とは、あらゆる臨床領域、医学行政および医学研究
を指す。

▪

[卒後研修]とは、医師登録前の研修（日本における必修卒後臨床研修）、専門領
域（後期研修）教育および専門医教育を含む。

▪

[生涯学習]は、評価、審査、自己報告、または認定された継続専門職教育
（continuing professional development：CPD）/医学生涯教育（continuing
medical education：CME）などの活動を通して、知識と技能を最新の状態で維持
する職業上の責務である。継続専門教育には、医師が診療にあたる患者の期待・
要求に合わせて、自己の知識・技能・態度を向上させる専門家としての責務を果
たすための全ての正規および自主的活動が含まれる。

▪

[社会の保健・健康維持に対する要請を包含する]とは、地域社会、特に健康およ
び健康関連機関と協働すること、および地域医療の課題に応じたカリキュラムの
調整を行なうことを含む。

▪

[社会的責任]には、社会、患者、保健や医療に関わる行政およびその他の機関の
期待に応え、医療、医学教育および医学研究の専門的能力を高めることによって、
地域あるいは国際的な医学の発展に貢献する意思と能力を含む。[社会的責任]
とは、医科大学独自の理念に基づき、大学が自律的に定めるものである。

▪

[社会的責任]は、社会的責務や社会的対応と同義に用いられる。個々の医科大学
が果たすことのできる範囲を超える事項に対しても政策や全体的な方針の結果
に対して注意を払い、大学との関連を説明することによって社会的責任を果たす
ことができる。

▪

[医学研究]は、基礎生物医学、臨床医学、行動科学、社会医学などの科学研究を
包含する。6.4 にさらに詳しく記述されている。

▪

[国際保健]は、国際的な健康障害の認識、不平等や不正による健康への影響など
の認識を含む。

自己の使命を定め、大学の構成者ならびに医療と保健に関わる分野の関係者に理解を得
なくてはならない。（B 1.1.1）
A. 基本的水準に関する情報
本学(創設者

藤田啓介)により、1964 年の建学時、
「独創一理」が建学の理念として

掲げられた。
「独創一理」とは、
「独創的な学究精神を堅持して真理を探究し、おおらか
な誇りを持ち、感受性に富む、個性豊かな人格を形成する」ことを意味する。この理念
に基づき、
「患者中心のチーム医療の担い手として、リサーチマインドと国際的視野を
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有する人間性豊かな「良き臨床医」の育成」が目指されてきた。また、チーム医療を重
視する立場から、学部・学科を越えて連帯精神を育む「アセンブリ教育」も重視されて
きた。これらの精神は、これまで脈々として受け継がれてきた。この精神を明文化する
ために 2014 年に医学部の使命が定められた。

藤田保健衛生大学医学部の使命
「独創的な学究精神を持った謙虚で誠実な医師を育成する。」

本学の創設 50 周年にあたり、本学教職員の総意の下で、2025 年のめざすべき本学の姿
としての「藤田学園ビジョン」が策定された。このビジョンの骨格は以下の通りである。
教育
1. 謙虚で誠実に医療を実践できる人材を輩出
2. 患者中心の専門職連携を実践できる人材を輩出
3. 独創的な学究精神と国際的視野を持った医療人材を輩出
研究
1. 大学病院の臨床力と大学の基礎研究力のシナジー効果を高め臨床研究を推進
2. 日本を代表する特色ある研究拠点として共同研究を推進
3. 国際的な研究者を育成・輩出
医療・福祉
1. 常に安全で患者満足度の高い先進的な医療を提供
2. 大学病院を核とした総合医療ネットワークによる新しい医療・福祉を提供
3. 国際的な医療水準と最良のホスピタリティを持つ大学病院として、あらゆる患
者ニーズにこたえる医療を提供
4. 高い臨床力を持ち、藤田イズムを継承する医療人を育成
B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
医学部の教育棟でもある生涯教育研修センター1 号館の 1 階には、
「独創一理祈念館」
が設置され、建学の理念について提示されている。入学生に必ずこの施設を訪問する機
会が設けられている。また、新入生オリエンテーション、医学部新任教員向けガイダン
ス、医学部教育ワークショップなどさまざまな機会で、建学の理念「独創一理」が周知
されている。さらに、ホームページ、大学案内、学生募集要項、学生便覧、シラバス等
に掲載され、大学構成員および広く社会にも公表されている。さらに、理念、使命を常
に念頭において行動するために、本学構成者全員の ID カードのケースに「独創一理」、
「医学部の使命」
、
「病院の理念」を銘記したカードが挿入され、携帯されている。
「藤田学園ビジョン」については、
「私立大学われを創りき」の本学の刊行物により
周知され、パンフレットとして配布されている。
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C. 現状への対応
「独創一理」という明確な建学理念と、それを基に策定された「藤田学園ビジョン」
をより強く推進していくことが求められる。特に、本学において長年にわたり実践して
きた、医療において重要なチーム医療の基盤づくりのための「アセンブリ」教育につい
て、組織化を進め、教育病院の理念である「弱き人々への無限の同情心を持ち、自己に
驕ることのない医を行う医療人」(教育病院の理念)を育てることを継続する必要がある。
D. 改善に向けた計画
今後の社会の要請や教育改革の中で、議論を進め、必要に応じて改善を進めていく。
参考資料
101 藤田保健衛生大学医学部の使命

(本文中)

102 建学の理念
103 (旧)医学部の使命、卒業コンピテンス、コンピテンシー
104 藤田学園ビジョン 2025
K01 大学案内リーフレット(9 ページ)
K20 平成 29 年度(2017 年度)学生募集要項(2 ページ)
K04 学生便覧(1 ページ)
K03 平成 28 年度(2016 年度)シラバス M1(2 ページ)
105 私立大学われを創りき(ビジョン周知)
106 月報ふじた(ビジョン周知)
その使命のなかで医師を養成する目的と教育指針（Educational strategy）として以下
の内容を含めて概略を定めなくてはならない。


学部教育としての専門的実践力（B 1.1.2）

A. 基本的水準に関する情報
「藤田学園ビジョン」において、「謙虚で誠実に医療を実践できる人材を輩出」が
掲げられ、「医療人の基盤となる医学・医療の知識、臨床技術、プロフェッショナリズ
ム、コミュニケーション能力を身に付け、医療現場において、患者中心の医療を実践・
体得し、医療を謙虚に誠実に実践できる人間味溢れた人材」の育成が教育のビジョンと
されている。
カリキュラム･ポリシーにおいて、「医学部教育では、医学の専門的知識・技術の修
得とともに医師として求められる態度や考え方の育成を目指す」ことを記載し、その目
的に沿った、カリキュラムの方針がより明確な項目として示されている。
また、学習成果基盤型教育導入のためのワークショップを開催し、そのプロダクト
を参考として本学医学部卒業コンピテンス卒業コンピテンシーが 2014 年度の教授会で
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の審議を経て決定した。その後、2015 年度に卒業コンピテンス卒業コンピテンシーが
改定された。学部教育としての専門的実践力については、卒業コンピテンス卒業コンピ
テンシーに示されている。
B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
「藤田学園ビジョン」に基づき、「卒業コンピテンス」および「卒業コンピテンシ
ー」が、専門的実践力を養うために構成されている。アウトカム基盤型教育を導入し始
めたばかりであり、卒業コンピテンス卒業コンピテンシーが適切であるか検証されてい
ない。
C. 現状への対応
新カリキュラムが導入された 2016 年度 1 学年～第 4 学年において、成果と問題点の
検討を要する。
D. 改善に向けた計画
卒業コンピテンス卒業コンピテンシーが適切であるか、継続的に自己点検・自己評
価を行う必要がある。

教育目標
藤田保健衛生大学は、建学の理念に「独創一理」を掲げています。「独創一理」とは
「独創的な学究精神を堅持して真理を探究し、おおらかな誇りを持ち、感激性に富む、
個性豊かな人格を形成する」ことをめざすものです。本学医学部は、患者さん中心のチ
ーム医療の担い手として、リサーチマインドと国際的視野を有する人間性豊かな「良き
臨床医」の育成をめざしています。
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アドミッション・ポリシー
１．藤田保健衛生大学医学部は以下のような人の入学を求めています。
(ア)藤田保健衛生大学医学部および藤田保健衛生大学病院の理念を理解し、その発
展のために尽くす決意のある人
(イ)地域の健康と福祉に貢献する熱意を有し、そのための努力を怠らない人
(ウ)職業人として長く社会に貢献する意思のある人
(エ)他の医療専門職と連携して、患者および地域住民の健康問題を解決しようとす
る姿勢を有する人
(オ)誠実で協調性に優れ、柔軟な心と広い視野を持つ人間性あふれる人に成長して
いくための素直な心を持ち、努力を続けられる人
(カ)自律的に自らの健康管理、社会規範の遵守ができ、計画的な行動と多面的かつ
慎重な判断ができる人
(キ)以下に代表される多面的で高い学力を有する人
英語：英語で記述された教科書や医学論文等を理解し、海外での臨床実習や国
内外の国際的状況において十分なコミュニケーションが取れるようにな
っていくために必要な基礎的英語力
数学：論理的、数量的な思考が十分可能であることを示す数学力
国語：人間と人間との関係の中で、互いの立場や考えを尊重しながら、言語を
通して円滑に相互伝達、相互理解を進めていくのに十分な国語能力と、
問題を解決しようとする創造的かつ論理的な思考力
理科：自然に対する関心と探究心、観察力および実験能力を前提とした深い理
解とそれらによって培われた科学的態度
地理歴史・公民：多様な価値観を有する国際社会において主体的に生きること
や、生を尊べる平和で民主的な社会を形成するための資質と自覚に繋が
る社会科の能力
●＝学科試験で問う ◆＝小論文で問う ◎＝面接で問う ○＝出願条件(調査書)
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２．性、人種、宗教、性的指向、社会経済的地位、身体能力の如何によって、入学に関
する優先性が影響されることはありません。
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カリキュラム・ポリシー
藤田保健衛生大学医学部の教育では、医学の専門的知識・技術の修得とともに医師と
して求められ
る態度や考え方の育成を目指します。医学部では、この目的に沿って、
１．医療人として必要な教養・態度・考え方(1～3年次のアセンブリ、読書ゼミナール、
医療コミュニケーション、病と死の人間学、コンピュータ情報処理学など)
２．人体の基本的な成り立ちとしくみ(1～2年次の基礎医学系の各科目の講義と実習)
３．医学・医療の科学的解析方法と社会医学的なとらえ方(2～4年次の疫学、予防医学、
公衆衛生学、法医学など)
４．病気の病態・診断・治療(3～5年次の臨床医学系各科目の講義と臨床実習)
５．医学・医療の知識の統合化と地域の病院・海外での実習(4、6年次の総合医学)な
どの充実したカリキュラムを系統的に組んでいます。教育の形態として、従来の
講義や試験に加えて、SGL(少人数教育による『問題解決』型学習)やPBLテュート
リアル(問題解決型学習)などのグループ学習、診察参加型臨床実習(クリニカルク
ラークシップ)、OSCE(客観的臨床能力試験)による評価などを重視します。

ディプロマ・ポリシー
藤田保健衛生大学医学部は、「独創的な学究精神を持った謙虚で誠実な医師」となるた
め、所定の課程を修め以下の能力を身につけた者に対して、学士(医学)の学位を授与し
ます。
１．医師としてのプロフェッショナリズム
医師としての責任感と職業倫理観に基づいて行動し、生涯にわたり向上心を持
ち自己研鑽に励む自覚と能力
２．コミュニケーション能力
お互いの立場を尊重し、相手から信頼される関係を築くためのコミュニケーシ
ョン能力
３．専門職連携
患者の健康問題の解決に向け、多職種での取り組みを実践する能力
４．医学および関連領域の知識
医療の基盤となっている基礎、臨床、社会医学等の知識を有し、応用する能力
５．独創的探究心
疑問点を解決するために行動する独創的な学究精神と科学的能力
６．診療の実践
安全かつ科学的根拠に基づいた適切な診療を実践する能力
７．地域社会への貢献
地域の保健・医療・福祉の課題を理解し、その解決のために貢献する能力
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卒業コンピテンス・卒業コンピテンシー
Ⅰ．医師としてのプロフェッショナリズム
藤田保健衛生大学医学部学生は、卒業時に自己に驕ることなく協調性、責任感、倫理観を有して
行動できる。生涯にわたり、向上心を持ち自己研鑽に励む自覚を有する。
１．医師として常識ある行動がとれる。
２．医療にかかわる法律を理解し遵守できる。
３．医学倫理について理解し、それに基づいて行動ができる。
４．個人の尊厳を尊重し、利他的、共感的に対応できる。
５．自己評価を怠らず、自己管理できる。
６．他者に対して適切な助言、指導ができ、他者からの助言、指導を受け入れられる。
７．社会から期待される医師の役割を説明できる。
Ⅱ．コミュニケーション能力
藤田保健衛生大学医学部学生は、卒業時にお互いの立場を尊重して、相手から信頼される関係を
築き、適切なコミュニケーションを実践することができる。
１．患者ならびに家族との良好な人間関係が構築できる。
２．医療スタッフとの円滑な意思疎通ができる。
３．異文化を背景とする他者との適切な意思疎通の重要性を説明できる。
Ⅲ．専門職連携
藤田保健衛生大学医学部学生は、卒業時に専門職連携を実践できる。
１．他職種の役割を理解し、尊重することができる。
２．医師の役割を理解できる。
３．患者の健康問題を多職種で解決に向けて取り組むことができる。
Ⅳ．医学および関連領域の知識
藤田保健衛生大学医学部学生は、卒業時に医療の基盤となっている以下の基礎、臨床、社会医学
等の知識を有し応用できる。
１．正常な構造と機能
２．発達、成長、加齢、死
３．心理、行動
４．病因、構造と機能の異常
５．診断、治療
６．医療安全
７．疫学
８．医学統計学
９．医学英語
Ⅴ．独創的探究心
藤田保健衛生大学医学部学生は、卒業時にグローバルな視野に立って科学に興味を持ち、疑問点
に対して解決するために行動することができる。
１．自らの考えや疑問点を検証するための基礎的方法論を学び、応用することができる。
２．論文等の情報を適切に収集することができる。
３．収集した情報を論理的、批判的に吟味し、自分の意見を加えて発表できる。
４．海外での研究に従事することができる語学力を有する。(2015年度以前の入学生を除く。)
Ⅵ．診療の実践
藤田保健衛生大学医学部学生は、卒業時に患者に対しての同情心をもち、科学的根拠に基づいた
安全な診療を実施できる。
１．病歴を正確に聴取し、必要な身体診察ができる。
２．基本的臨床手技を安全に実施できる。
３．病歴・身体所見より鑑別診断を挙げ、必要な検査を選択し、その結果を評価できる。
４．頻度の高い､または､緊急性や重症度の高い疾患･病態の診断･治療の計画を立てることができる。
５．診療録を正確に記載し、診療情報を上級医に報告できる。
６．症例についての要約（サマリー）を作成し、プレゼンテーションできる。
７．病状説明や患者教育に参加できる。
８．個人情報保護を理解し厳守できる。
Ⅶ．社会と医療
藤田保健衛生大学医学部学生は、卒業時に地域社会の保健・医療・福祉の施策に協力・推進し、
公衆衛生の向上と増進に寄与できる。
１．社会と健康の係わりを理解し、疾病予防と健康増進に取り組むことができる。
２．保健・医療・福祉の現状を把握し、資源を活用してその改善を図ることができる。
３．地域医療に貢献することができる。
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参考資料
107 教育目標、アドミッションポリシー、カリキュラム・ポリシー、ディプロマ・ポ
リシー

(本文中)

101 藤田保健衛生大学医学部の使命

(本文中 B 1.1.1)

108 学習成果基盤型教育導入のためのワークショップ報告書
103 (旧)医学部の使命、卒業コンピテンス、コンピテンシー
K17 学習成果基盤型教育導入のためのコンピテンスコンピテンシー作成のための合同
委員会資料、教授会資料
109 (新)医学部の使命、卒業コンピテンス、コンピテンシー

(本文中)

その使命のなかで医師を養成する目的と教育指針（Educational strategy）として以下
の内容を含めて概略を定めなくてはならない。


将来さまざまな医療の専門領域に進むための適切な基礎（B 1.1.3）

A. 基本的水準に関する情報
「藤田学園ビジョン」において、「謙虚で誠実に医療を実践できる人材を輩出」、
「患者中心の専門職連携を実践できる人材を輩出」および「独創的な学究精神と国際的
視野を持った医療人材を輩出」を掲げ、全人的医療を実践する能力の涵養を目指してい
る。また、本学医学部卒業コンピテンス卒業コンピテンシーが定められている。
B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
卒業コンピテンス卒業コンピテンシーに将来さまざまな医療の専門領域に進むため
の適切な基礎が含まれている。また、カリキュラム・ポリシーに沿って、「医療人とし
て必要な教養・態度・考え方」を養う上で、アセンブリ、読書ゼミナール、医療コミュ
ニケーション、病と死の人間学などのカリキュラムが設定され、実践されている。特に、
アセンブリ教育においては、学部・学科の垣根を超えて連携する取り組みが開学当初か
ら成されており、効果を上げている。
C. 現状への対応
「国際的視野を持った医療人の輩出」という点については、学部教育の中で教育基
盤が薄いと思われる。外部試験の導入、海外派遣の推進、留学生とのコミュニケーショ
ンなど、国際的視野を広げるためのカリキュラムの強化が必要である。
D. 改善に向けた計画
卒業コンピテンス卒業コンピテンシーが適切であるか、継続的に自己点検・自己評
価を行う必要がある。
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参考資料
109 (新)医学部の使命、卒業コンピテンス、コンピテンシー

(本文中 B 1.1.2)

その使命のなかで医師を養成する目的と教育指針（Educational strategy）として以下
の内容を含めて概略を定めなくてはならない。


医師として定められた役割を担う能力（B 1.1.4）

A. 基本的水準に関する情報
藤田保健衛生大学医学部の使命は、「独創的な学究精神を持った謙虚で誠実な医師
を養成する」である。また、卒業コンピテンス卒業コンピテンシーが定められている。
B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
卒業コンピテンス・コンピテンシーに医師として定められた役割を担う能力が含ま
れている。
C. 現状への対応
卒業コンピテンス・コンピテンシーは随時改訂し、時代の要請に応じた充実した医
学教育が実践されるように計画されている。
D. 改善に向けた計画
卒前教育で修得した能力が、どの程度、卒後研修で役立っているかについては卒業
生に対するアンケートなどを実施し、継続的に調査する必要がある。
参考資料
109 (新)医学部の使命、卒業コンピテンス、コンピテンシー

(本文中 B 1.1.2)

その使命のなかで医師を養成する目的と教育指針（Educational strategy）として以下
の内容を含めて概略を定めなくてはならない。


卒後研修への準備（B 1.1.5）

A. 基本的水準に関する情報
卒業コンピテンス卒業コンピテンシーが含められている。
B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
卒業コンピテンス卒業コンピテンシーに卒後研修への準備が含まれている。PBL テュ
ートリアルにより医師として必要とされる問題解決能力を養成するとともに、臨床実習
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では期間を延長し、内容もより参加型にするなど、各診療科において充実したクリニカ
ル クラークシップを実現させるプログラムを編成し対応している。
また、卒後の臨床研修病院を選択するための病院見学などは公欠扱いで対応するな
ど、卒後研修への準備支援を行っている。
C. 現状への対応
卒業コンピテンス卒業コンピテンシーを確実に身につけるため、臨床実習の期間を
延長し、診療参加型実習の充実に向けた準備が進められている。
D. 改善に向けた計画
臨床実習で身につけた能力を PCC OSCE で評価し、能力が不足している学生への指導
方法を構築する必要がある。
参考資料
109 (新)医学部の使命、卒業コンピテンス、コンピテンシー

(本文中 B 1.1.2)

K03 平成 28～29 年度(2016～2017 年度)シラバス M4・M5 臨床実習(案)
その使命のなかで医師を養成する目的と教育指針（Educational strategy）として以下
の内容を含めて概略を定めなくてはならない。


生涯学習への継続（B 1.1.6）

A. 基本的水準に関する情報
藤田学園ビジョン、および、卒業コンピテンス卒業コンピテンシーが定められてい
る。
B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
藤田学園ビジョンに卒業生の未来像が示されている。また、卒業コンピテンス卒業
コンピテンシーにおいて、
「藤田保健衛生大学医学部学生は、卒業時に自己に驕ること
なく協調性、責任感、倫理観を有して行動できる。生涯にわたり、向上心を持ち自己研
鑽に励む自覚を有する。
」と明記されている。本学では、講義、セミナー、自己学習な
どの教育を実践する本学の建造物の名称が、「藤田保健衛生大学生涯教育棟 1 号館、2
号館」と称されているように、生涯教育への熱意は高い。
C. 現状への対応
藤田学園ビジョンが定められたばかりである。今後、このビジョンに基づいてカリ
キュラムが整備される必要がある。
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D. 改善に向けた計画
調査を定期的に実施し、検討する必要がある。
参考資料
104 藤田学園ビジョン 2025
109 (新)医学部の使命、卒業コンピテンス、コンピテンシー

(本文中 B 1.1.2)

その使命に社会の保健・健康維持に対する要請、医療制度からの要請、およびその他の
社会的責任が包含されなくてはならない。（B 1.1.7）
A. 基本的水準に関する情報
「藤田学園ビジョン」において、研究の領域で、
「日本を代表する特色ある研究拠点
して共同研究を推進：産学官連携を促進し、疫学研究分野でのコホート研究から低侵襲
治療のイノベーションにわたる多様な共同研究を推進」すること、医療・福祉の領域で、
「大学病院を核とした総合医療ネットワークによる新しい医療・福祉を提供：地域に根
ざした医療・介護・福祉のネットワークを確立し、予防から医療・ケアまでさまざまな
医療・福祉を提供」することとされている。
学生と社会との接点の機会を多くするためアセンブリなどでは実践的な企画がなさ
れている。また、学長のリーダーシップのもと、産学連携推進センターは、本学の産学
連携に係る全学的事業を計画的・効果的に推進し、本学の発展に寄与するとともに、社
会に貢献することを目的とし、地域連携教育推進センターは、地域連携および大学間連
携に関する教育研究および事業等を行うことによって、地域社会の発展に寄与すること
を目的とし、実践的活動を行っている。
B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
藤田学園のビジョン、医学部の使命に従い、卒業コンピテンス・コンピテンシーが
明示されている。また、学長のリーダーシップのもと、産学連携推進センター、地域連
携教育推進センターが設置され、社会のニーズに応えている。
C. 現状への対応
藤田学園ビジョン、卒業コンピテンス・コンピテンシーを実行するため、IR 推進セ
ンターなどでデータを収集・自己点検・評価を行っていく。
D. 改善に向けた計画
時代とともに変遷する社会のニーズに答えるべく、議論し改革が進められる必要が
ある。
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参考資料
104 藤田学園ビジョン 2025
109 (新)医学部の使命、卒業コンピテンス、コンピテンシー

(本文中 B 1.1.2)

110 産学連携推進センター、地域連携教育推進センターホームページ
111 アセンブリポータルサイト
その使命に以下の内容が包含されているべきである。


医学研究の達成（Q 1.1.1）

A. 質的向上のための水準に関する情報
建学の理念が「独創一理」とあるように、研究に対する熱意は高い。
「藤田学園ビジ
ョン」においても、とくに、
「臨床のニーズと基礎研究のシーズのマッチングによるト
ランスレーショナルリサーチを推進し、実用レベルに到達する臨床研究を推進」、
「産学
官連携を促進し、疫学研究分野でのコホート研究から低侵襲治療のイノベーションにわ
たる多様な共同研究を推進」など医学研究の推進を図るべく、明確なビジョンが示され
ている。卒業コンピテンス卒業コンピテンシーにおいても、独創的探究心の大項目の中
で、「藤田保健衛生大学医学部学生は、卒業時にグローバルな視野に立って科学に興味
を持ち、疑問点に対して解決するために行動することができる。」と提示されている。
B. 質的向上のための水準に関する現状分析と自己評価
本学では、総合医科学研究所には分子医学系の基礎研究者を配し、多くの臨床講座
との共同研究が強力に進められている。一方、学部教育での、医学研究に対する教育は
まだ十分とは言えない。
C. 現状への対応
医学部 3 年生を対象とした、研究に対する関心、興味、情熱を高めるプログラムと
して、「研究室配属」が検討され始めている。
D. 改善に向けた計画
「研究室配属」を本学医学部に根ざしたプログラムにしていく必要がある。
参考資料
104 藤田学園ビジョン 2025
109 (新)医学部の使命、卒業コンピテンス、コンピテンシー
K17 研究室配属に関しての資料(合同委員会、教授会など)
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(本文中 B 1.1.2)

その使命に以下の内容が包含されているべきである。


国際保健への貢献（Q 1.1.2）

A. 質的向上のための水準に関する情報
「藤田学園ビジョン」において、
「独創的な学究精神と国際的視野を持った医療人材
を輩出」、
「国際的な研究者を育成・輩出」が掲げられている。卒業コンピテンスコンピ
テンシーにも、
「藤田保健衛生大学医学部学生は、卒業時にグローバルな視野に立って
科学に興味を持ち、疑問点に対して解決するために行動することができる。」が明記さ
れている。
B. 質的向上のための水準に関する現状分析と自己評価
「藤田学園ビジョン」やカリキュラム・ポリシーの中に、
「国際保健への貢献」とい
う語句は入ってはいないが、
「国際的視野を有する」とういう表現にその意味は十分に
包含されている。実際、カリキュラムとしての「選択制総合医学」の中で、諸外国の大
学での臨床研修が推し進められている。また、国際交流推進センターが設立され、大学
院の秋季入学制度、国際交流助成金制度の開始など、開発途上国を含めた海外との交流
が活発化されている。
C. 現状への対応
MOU 締結の海外大学数は、タイ、ザンビア、ベトナム、ミャンマーなど開発途上国も
含め、10 ヵ国 14 校となっている。医学部 3 年を対象とした早期海外実習も開始する。
ベトナム、タイ、ケニア、ナイジェリア、ガーナ、ミャンマー、トンガなど開発途上国
との共同研究を進め、技術移転もなされ、国際保健への貢献につながっている。
D. 改善に向けた計画
より多くの医学生が海外における実習に参加するように環境を整備する必要がある。
参考資料
104 藤田学園ビジョン 2025
109 (新)医学部の使命、卒業コンピテンス、コンピテンシー

(本文中 B 1.1.2)

K03 選択制総合医学シラバス(3 ページ)
K14 藤田保健衛生大学国際交流推進センター規程
K14 藤田保健衛生大学全学国際交流推進委員会規程
K17 早期海外実習導入(平成 28 年(2016 年)5 月教授会議事録・資料)
112 MOU 締結大学一覧
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1.2 使命の策定への参画
基本的水準：
医科大学・医学部は
•

その使命の策定には、教育に関わる主要な構成者が参画しなければならない。
（B 1.2.1）

質的向上のための水準：
医科大学・医学部は
•

その使命の策定には、広い範囲の教育の関係者からの意見を聴取すべきである。
（Q 1.2.1）

注 釈：
▪

[教育に関わる主要な構成者]には、学長、学部長、教授、理事、評議員、カリキ
ュラム委員、職員および学生代表、大学理事長、管理運営者ならびに関連省庁が
含まれる。

▪

[広い範囲の教育の関係者]には、上記以外の教職員代表、公共ならびに地域医療
の代表者（例：患者団体を含む医療制度の利用者）、教育および医療関連行政組
織、専門職組織、医学学術団体および卒後教育関係者が含まれる。

その使命の策定には、教育に関わる主要な構成者が参画しなければならない。（B 1.2.1）
A. 基本的水準に関する情報
本学の使命の策定のうち、中期目標としての藤田学園ビジョン 2025 策定に当たって
は、卒業生や全教職員からの提案を求め、多くの教職員から構成されるワーキンググル
ープの議論の成果として起案され、全学的な協議を経た上で、理事会で議論承認された。
また 3 ポリシーについては、教務委員会、教授会の議論を経て理事会で承認され作
成された。
B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
藤田学園ビジョンは、卒業生や多くの教職員の参画を得て策定されている。
C. 現状への対応
藤田学園ビジョン 2025 実現に向けたアクションプランを推進する上で PDCA サイク
ルによるマネジメントプランを導入しているところである。
また 3 ポリシーについては、職員、学生代表も含むカリキュラム委員会で議論し、
中教審のガイドラインに基づく PDCA サイクルマネジメントを導入して、見直しをはか
っている。
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D. 改善に向けた計画
これらの使命策定において現時点で参画していないステークホルダーを検証し参画
できるような方策を検討していく。
参考資料
113 ビジョン策定に関する資料
その使命の策定には、広い範囲の教育の関係者からの意見を聴取すべきである。
（Q 1.2.1）
A. 質的向上のための水準に関する情報
使命策定においては、学内 FD で招聘した外部見識者からの意見交換、教育関連学会
での意見交換等の機会に広く学外からの意見を聞くようにしている。また、広く学内に
おいてパブリックコメントを聴取する機会を設け、内外からの意見を聞く機会を設定し
た。さらに、医学教育専門部門(ユニットの会)などと情報交流を行い、包括交流協定を
締結している日本福祉大学や名城大学との交流の中で、大学の使命や教育方針に関する
意見交換も進めている。
B. 質的向上のための水準に関する現状分析と自己評価
大学の使命や教育方針の策定には、本学の教職員ばかりでなく、包括交流協定のあ
る日本福祉大学や名城大学との意見交換も行っている。また、他学の医学教育専門部門
との情報交流も行っている。
C. 現状への対応
国外の MOU 締結校との交流を通じて双方の医学教育について意見交換を行うととも
に、交流を推進している。交流協定のある三重大学医学部などとの互換研修を通じて同
様に医学教育に関する交流を推進していく。地域枠学生は愛知県下 4 大学での交流プロ
グラム通じて交流を深め意見交換を継続していく。
D. 改善に向けた計画
公共ならびに地域医療の代表者、教育および医療関係行政組織、専門職組織、医学
学術団体、および卒後教育関係者からの意見聴取を行うシステム導入を検討実施してい
く。
参考資料
108 学習成果基盤型教育導入のためのワークショップ報告書
113 ビジョン策定に関する資料
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K17 学習成果基盤型教育導入のためのコンピテンスコンピテンシー作成のための合同
委員会資料、教授会資料
114 日本福祉大学との協定ワークショッププロダクト
1.3 大学の自律性および学部の自由度
基本的水準：
医科大学・医学部は
•

教職員および管理運営者が責任を持って教育施策を構築し実施することの組織
自律性を持たなければならない。以下の内容は特に含まれなければならない。


カリキュラムの作成（B 1.3.1）



カリキュラムを実施するために必要とされる配分された資源の活用（B
1.3.2）

質的向上のための水準：
医科大学・医学部は、以下について教員ならびに学生の教育・研究の自由を保障すべき
である。
•

カリキュラムに対する意見（Q 1.3.1）

•

カリキュラムを過剰にしない範囲で、特定の教育科目の教育向上のために最新の
研究結果を探索し、利用すること（Q 1.3.2）

注 釈：
▪

[組織自律性]は、教育の重要な分野、例えばカリキュラムの構築（2.1 および 2.6
に示す）、評価（3.1 に示す）、入学者選抜（4.1 および 4.2 に示す）、教員採
用・昇格（5.1 に示す）および雇用形態、研究（6.4 に示す）、そして資源配分
（8.3 に示す）について政府機関、他の機関（地方自治体、宗教団体、私企業、
専門者、他の関連団体）から独立していることを意味する。

▪

[教育・研究の自由]には、教員・学生の適切な表現の自由、質疑と発表の自由が
含まれる。

▪

教員・学生は、現行のカリキュラムのなかで医学的事項の記述と分析について異
なった視点を持つことが許される。

▪

カリキュラム（2.1 の注釈を参照）

教職員および管理運営者が責任を持って教育施策を構築し実施することの組織自律性
を持たなければならない。以下の内容は特に含まれなければならない。


カリキュラムの作成（B 1.3.1）

21

A. 基本的水準に関する情報
医学教育全般およびカリキュラム策定においては、教育に係わる主要な構成者およ
び事務職員で構成される医学部教務委員会および学生、若手教員を加えたカリキュラム
委員会が中心となり作成している。カリキュラムの詳細の構成はカリキュラム委員会の
下に設けた各委員会で検討した後、各科目責任者による適切な講義および実習担当者に
指導を行っている。
B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
カリキュラム作成は、私立大学として建学の理念に基づき教育実施を行っており組
織自立性を有している。
C. 現状への対応
カリキュラムの可視化や PDCA サイクルによるカリキュラム・マネジメントの確立を
行う取組を行うと同時に、自律的教学改革の維持を継続する。
D. 改善に向けた計画
多くのステークホルダーとの対話を通じ、教育施策の立案の自律性に関する客観的
指標と評価を担保するシステム導入を検討する。
参考資料
K15 教務関係委員会一覧
K14 藤田保健衛生大学医学部教務委員会規程
教職員および管理運営者が責任を持って教育施策を構築し実施することの組織自律性
を持たなければならない。以下の内容は特に含まれなければならない。


カリキュラムを実施するために必要とされる配分された資源の活用（B 1.3.2）

A. 基本的水準に関する情報
カリキュラムを実施するために必要な教育資源は医学部長の指示のもとすべて利用
することができる。
B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
カリキュラムを実施するために必要とされる資源の活用は、私立大学として建学の
理念に基づき教育実施を行っており組織自立性を有している。
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C. 現状への対応
カリキュラムの可視化や PDCA サイクルによるカリキュラム・マネジメントの確立を
行う取組を行うと同時に、自律的教学改革の維持を継続する。
D. 改善に向けた計画
多くのステークホルダーとの対話を通じ、教育施策の執行の自律性に関する客観的
指標と評価を担保するシステム導入を検討する。
参考資料
K04 教員一覧(学生便覧 84～91 ページ)
K14 藤田保健衛生大学及び藤田保健衛生大学短期大学教員研究費規程・細則
K14 藤田保健衛生大学医学部学生実習教育委員会規程
115 平成 26 年度(2014 年度)図書および電子ジャーナル購入実績
医科大学・医学部は、以下について教員ならびに学生の教育・研究の自由を保障すべき
である。


カリキュラムに対する意見（Q 1.3.1）

A. 質的向上のための水準に関する情報
教員は、教務委員会、カリキュラム委員会等でカリキュラムに関する意見を述べる
ことができる。学生も、学年集会やカリキュラム委員会、学生からの授業評価などでカ
リキュラムに関する意見を述べることができるが、必ずしも学生全員からの意見が反映
はされていない。医学部として授業アンケートにモバイル端末入力が行えるようにする
など、できるだけ多くの学生からの意見を求めるよう努力している。
B. 質的向上のための水準に関する現状分析と自己評価
教員および学生は自由に意見を述べることができその機会も複数保証されている。
しかし、カリキュラムの策定において教員の自主性を確保している反面、授業時間が多
く十分な自主学習の時間が取ることができていないなど、学生からの意見を十分反映す
るカリキュラムにはなっていない。また体系的な教育課程の構築において各科目間の関
係や内容の整合性、カリキュラムの可視化や履修系統図の作成がまだ十分できていない。
C. 現状への対応
カリキュラム委員会等でカリキュラムの可視化、PDCA サイクルの確立を進めていく
中で、学習者の利便性を向上させていく。学生の能動的な学習の充実を目指した少人数
教育のさらなる導入やアクティブラーニングシステムの導入を行っている。ICT 環境を
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整備し講義資料の電子的配信や講義録画のストリーミング配信などの整備を進めてい
る。
D. 改善に向けた計画
学生の主体的学習を支援する教育教材の開発、ICT を応用した双方向教育システムの
推進、ラーニングコモンズや図書館の整備などの学習環境の整備、教員・職員への FD・
SD を通じた質の向上にさらに取り組んで行く。
参考資料
K17 クラス委員からのカリキュラムに関する要望に関する合同委員会議事録(関係資
料含)
K14 藤田学園 PSA 規程
K17 カリキュラム委員会議事録
医科大学・医学部は、以下について教員ならびに学生の教育・研究の自由を保障すべき
である。


カリキュラムを過剰にしない範囲で、特定の教育科目の教育向上のために最新の研
究結果を探索し、利用すること（Q 1.3.2）

A. 質的向上のための水準に関する情報
医学教育の専門家が教育向上のために教育に関する情報を収集し、授業に取り入れ
ている。例として、症例ベースで行う PBL テュートリアル、医学部 3 年と他学部の学生
が混成チームで参加するアセンブリⅢのプログラムにおいて実施している大規模 TBL
が該当する。
B. 質的向上のための水準に関する現状分析と自己評価
カリキュラムを過剰にしない範囲で、特定の教育科目の教育向上のために最新の研
究結果を探索し、利用することが出来ている。
専門職連携教育として実施した大規模 TBL については、誌上報告されている。
C. 現状への対応
各専攻分野が持つ情報を少しずつ共有する必要性が認識されつつある。
D. 改善に向けた計画
学部内において、各専攻分野が持つ情報を共有できるようなシステムが構築される
予定である。
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参考資料
116 アセンブリⅢ関係資料
117 2014 年 Medical Teacher
1.4 教育成果
基本的水準：
医科大学・医学部は、
•

期待する教育の成果を目標として定め、学生は卒業時にその達成を示さなければ
ならない。それらの成果は、以下と関連しなくてはならない。


卒前教育として達成すべき基本的知識・技能・態度（B 1.4.1）



将来の専門として医学のどの領域にも進むことができる適切な基本（B
1.4.2）



保健医療機関での将来的な役割（B 1.4.3）



卒後研修（B 1.4.4）



生涯学習への意識と学習技能（B 1.4.5）



地域の保健への要請、医療制度から求められる要請、そして社会的責任（B
1.4.6）

•

学生が学生同士、教員、医療従事者、患者、そして家族を尊重し適切な行動をと
ることを確実に習得させなければならない。（B 1.4.7）

質的向上のための水準：
医科大学・医学部は、
▪

卒業時の教育成果と卒後研修終了時の教育成果をそれぞれ明確にするとともに
両者を関連づけるべきである。（Q 1.4.1）

▪

医学研究に関わる卒業時の教育成果を定めるべきである。（Q 1.4.2）

▪

国際保健に関わる教育成果について注目すべきである。（Q 1.4.3）

注 釈：
▪

[教育成果、学習成果、または知識・技能・態度を包含した実践力としてのコン
ピテンシー]は、教育期間の終了時に実証されることが求められ、しばしば教育/
学習目標として表現される。
医科大学・医学部で規定される医学および医療の教育成果は、(a)基礎医学、(b)
公衆衛生・疫学、行動科学および社会医学、(c)医療倫理、人権および医療関連
法規、(d)診断、診察、面接、技能、疾病の治療、予防、健康促進、リハビリテ
ーション、臨床推論および問題解決を含む臨床医学、(e)生涯学習を行なう能力、
および医師の様々な役割と関連した専門職としての意識（プロフェッショナリズ
ム）を含む。
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卒業時に学生が示す特性や達成度は、例えば(a) 研究者および科学者、(b)臨床
医、 (c)対話者、 (d)教師、(e)管理者、そして(f)専門職のように分類すること
ができる。
▪

[適切な行動]は、学則・行動規範等に書かれているべきである。

日本版注釈：
▪

成果あるいは教育成果は Outcome アウトカムのことである。概念の共有のためあ
えて成果あるいは教育成果としている。

期待する教育の成果を目標として定め、学生は卒業時にその達成を示さなければならな
い。それらの成果は、以下と関連しなくてはならない。


卒前教育として達成すべき基本的知識・技能・態度（B 1.4.1）

A. 基本的水準に関する情報
「独創的な学究精神を持った謙虚で誠実な医師を育成する。」という本学医学部の使
命を果たすため、卒業コンピテンス 7 項目(Ⅰ.医師としてのプロフェッショナリズム、
Ⅱ.コミュニケーション能力、Ⅲ.専門職連携、Ⅳ.医学および関連領域の知識、Ⅴ.独創
的探究心、Ⅵ.診療の実践、Ⅶ.社会と医療)、卒業コンピテンシー37 項目が設けられた。
卒業コンピテンス、卒業コンピテンシーについては、2015 年度の第 1～第 3 学年を
対象としたカリキュラムより段階的に採用された。
2015 年度の第 1～第 3 学年、第 4 学年前期のシラバスには、必修選択教科を除く、
全教科における全ての卒業コンピテンス卒業コンピテンシーのパフォーマンスレベル
Ａ～Ｆが示された。続いて、2016 年度の第 1～第 4 学年のシラバスは、各教科において
身につける能力、方略、評価について学習成果基盤型で記載された。
また、2016 年度第 4 学年後期より始まる臨床実習の内容が全面的に改訂された。ロ
ーテート期間、および全診療科における卒業コンピテンス、卒業コンピテンシーのパフ
ォーマンスレベルが設定され、各科における評価内容も見直された。「卒業コンピテン
スⅤ. 独創的探究心」以外については、概ね臨床実習においてパフォーマンスレベル A
となる。
一方、2015 年度第 1～第 3 学年を対象とした新カリキュラムを導入する以前の学生
においては、臨床実習の到達目標として示された基本的知識、技能、態度の修得状況が、
第 5 学年における PCC OSCE にて評価されてきた。
B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
卒前教育として達成すべき基本的知識、技能、態度については、卒業コンピテンス・
卒業コンピテンシーとして定められ、2016 年度より第 1 学年～第 4 学年において、学
習成果基盤型学習への移行が始まった。
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従来の臨床実習において、各科のローテート期間が 2 週以内のことが多く、診療科
毎に到達目標、評価方法が異なっていた。そこで、2016 年度から各科ローテート期間
の 4 週への延長、診療科毎に卒業コンピテンス、卒業コンピテンシーのパフォーマンス
レベルが設定され、評価方法が標準化された。臨床実習での技能・態度評価は新カリキ
ュラムが始まったばかりで、PCC OSCE など導入はしているものの到達度の確認には至
っていない。今後、各教科、および臨床実習で身につける方略、そして、評価が適切で
あるかを検討する必要がある。
C. 現状への対応
学生がステューデント・ドクターとして診療を実践できるように、第 4 学年後期か
ら開始となる臨床実習が全面的に見直された。この学年が第 5 学年となる時、学外施設
(病院、老健施設)、および在宅における実習を新設し、「Ⅶ. 社会と医療」に関する卒
業コンピテンシーをパフォーマンスレベル A とするプログラムが計画中である。
また、
「卒業コンピテンスⅤ. 独創的探究心」の卒業コンピテンシーのパフォーマン
スレベルを A とするために、全ての第 3 学年の学生を研究室に配属するプログラムが計
画される予定である。
先ず、2016 年度の第 1 学年～第 4 学年のカリキュラムにおいて、各教科、および臨
床実習において身につける能力、方略、そして、評価が適切であるかを検証する必要が
ある。
D. 改善に向けた計画
卒業コンピテンシーが確実に修得されるように継続的な自己点検・自己評価を行う。
また、卒業コンピテンシーの修正を要する場合には、適宜変更する。
参考資料
109 (新)医学部の使命、卒業コンピテンス、コンピテンシー

(本文中 B 1.1.2)

K17 平成 27 年度(2015 年度)M1,M2,M3 を対象とした新カリキュラム導入資料(平成 27
年度(2014 年度)教授会資料)
K03 平成 28 年度(2016 年度)シラバス M1～M4
K03 平成 28～29 年度(2016～2017 年度)シラバス M4・M5 臨床実習(案)
118 平成 26 年度(2014 年度)AdvancedOSCE の概要、試験問題、評価に関する記録
119 平成 27 年度(2015 年度)PCC OSCE の概要、試験問題、評価に関する記録
K17 研究室配属に関しての資料(合同委員会、教授会など)
期待する教育の成果を目標として定め、学生は卒業時にその達成を示さなければならな
い。それらの成果は、以下と関連しなくてはならない。


将来の専門として医学のどの領域にも進むことができる適切な基本（B 1.4.2）
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A. 基本的水準に関する情報
本学医学部卒業コンピテンス 7 項目(Ⅰ.医師としてのプロフェッショナリズム、Ⅱ.
コミュニケーション能力、Ⅲ.専門職連携、Ⅳ.医学および関連領域の知識、Ⅴ.独創的
探究心、Ⅵ.診療の実践、Ⅶ.社会と医療)、卒業コンピテンシー37 項目が本学医学部卒
業時の教育成果であり、これらには学生が専門家として医学のどの領域にも進むことが
できるよう配慮してあり、医学教育モデル・コア・カリキュラムにも矛盾していない。
B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
将来の専門として医学のどの領域にも進むことができる適切な基本については、卒
業コンピテンス・卒業コンピテンシーに定められている。
C. 現状への対応
医学教育は、社会からのニーズ、社会構造等の変化によりその目標を変えてゆく必
要がある。そのため、情報を適切に収集し検証しながら対応していく。
D. 改善に向けた計画
卒業コンピテンシーが確実に修得されるように継続的な自己点検・自己評価を行う。
また、卒業コンピテンシーの修正を要する場合には、適宜変更する。
参考資料
109 (新)医学部の使命、卒業コンピテンス、コンピテンシー

(本文中 B 1.1.2)

期待する教育の成果を目標として定め、学生は卒業時にその達成を示さなければならな
い。それらの成果は、以下と関連しなくてはならない。


保健医療機関での将来的な役割（B 1.4.3）

A. 基本的水準に関する情報
本学医学部卒業コンピテンス 7 項目(Ⅰ.医師としてのプロフェッショナリズム、Ⅱ.
コミュニケーション能力、Ⅲ.専門職連携、Ⅳ.医学および関連領域の知識、Ⅴ.独創的
探究心、Ⅵ.診療の実践、Ⅶ.社会と医療)、卒業コンピテンシー37 項目が本学医学部卒
業時の教育成果である。本学では、低学年より保健医療機関での将来的な役割について
学ぶ機会を設けている。
B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
将来、保健期間、医療機関のいずれにおいても役割を果たせるように卒業コンピテ
ンス・卒業コンピテンシーが定められている。
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また、本学医学部の卒業生を対象としたアンケート調査において、卒業生が保健医
療機関で活躍していることが明示されている。
C. 現状への対応
各教科、および臨床実習で身につける能力として設定された卒業コンピテンシーの
パフォーマンスレベル、方略、そして、評価が適切であるかを検証する。
D. 改善に向けた計画
卒業コンピテンシーが確実に修得されるように継続的な自己点検・自己評価を行う。
また、卒業コンピテンシーの修正を要する場合には、適宜変更する。
参考資料
109 (新)医学部の使命、卒業コンピテンス、コンピテンシー

(本文中 B 1.1.2)

120 M1 医学教育入門の授業における「医師のキャリアパス」に関しての内容
期待する教育の成果を目標として定め、学生は卒業時にその達成を示さなければならな
い。それらの成果は、以下と関連しなくてはならない。


卒後研修（B 1.4.4）

A. 基本的水準に関する情報
本学医学部卒業コンピテンス 7 項目(Ⅰ.医師としてのプロフェッショナリズム、Ⅱ.
コミュニケーション能力、Ⅲ.専門職連携、Ⅳ.医学および関連領域の知識、Ⅴ.独創的
探究心、Ⅵ.診療の実践、Ⅶ.社会と医療)、卒業コンピテンシー37 項目が本学医学部卒
業時の教育成果である。
B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
わが国における初期臨床研修の基本理念は、
「研修医は、将来専門とする分野にかか
わらず、医学および医療の果たすべき社会的役割を認識しつつ、一般的な診療において
頻繁に関わる負傷または疾病に適切に対応できるよう、基本的な診療能力を身につける
ものでなければならない。
」とされている。医療人として必要な基本姿勢・態度とは、
以下の 6 項目である。
(1)患者－医師関係
(2)チーム医療
(3)問題対応能力
(4)安全管理
(5)症例呈示
(6)医療の社会性
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一方、本学医学部卒業コンピテンス 7 項目(Ⅰ.医師としてのプロフェッショナリズ
ム、Ⅱ.コミュニケーション能力、Ⅲ.専門職連携、Ⅳ.医学および関連領域の知識、Ⅴ.
独創的探究心、Ⅵ.診療の実践、Ⅶ.社会と医療)、卒業コンピテンシー37 項目の中に、
初期臨床研修における医療人として必要な基本姿勢・態度(1)～(6)が含まれている。
本学医学部を卒業した学生は、円滑に臨床研修を開始し、修了することが出来る能
力を身につけていると考えられる。
C. 現状への対応
各教科、および臨床実習において身につける能力、方略、評価が卒業コンピテンシ
ーのパフォーマンスレベルに見合った内容となるよう適宜是正する必要がある。また、
卒業時に身につけている、特に技能・態度の到達度の適切な評価法の導入を考えてゆく。
D. 改善に向けた計画
各教科、および臨床実習における身につける能力、方略、評価が適切であるか継続
的に自己点検自己評価する必要がある。
参考資料
109 (新)医学部の使命、卒業コンピテンス、コンピテンシー

(本文中 B 1.1.2)

121 臨床研修の到達目標
期待する教育の成果を目標として定め、学生は卒業時にその達成を示さなければならな
い。それらの成果は、以下と関連しなくてはならない。


生涯学習への意識と学習技能（B 1.4.5）

A. 基本的水準に関する情報
本学医学部卒業コンピテンス 7 項目(Ⅰ.医師としてのプロフェッショナリズム、Ⅱ.
コミュニケーション能力、Ⅲ.専門職連携、Ⅳ.医学および関連領域の知識、Ⅴ.独創的
探究心、Ⅵ.診療の実践、Ⅶ.社会と医療)、卒業コンピテンシー37 項目が本学医学部卒
業時の教育成果である。この中には、1 年次早期臨床体験、入学教育入門、読書ゼミナ
ール、human biology など、医療人としてのモチベーションを高めキャリアパスを考え
るプログラム、リサーチマインドを涵養するプログラムや PBL テュートリアル、アセン
ブリⅢで行う TBL も学習技能を養う教育として導入している。
B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
生涯学習への意識を高め問題発見・問題解決技法を培う教育プログラムを導入して
いる。
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C. 現状への対応
教育プログラムとして生涯学習の基盤作りを行っているが、臨床実習での教員個々
の教育技法の向上も重要なテーマで、FD などを通して教員の意識改革に努めていく。
D. 改善に向けた計画
各教科、および臨床実習における身につける能力、方略、評価が適切であるか継続
的に自己点検自己評価する必要がある。
参考資料
109 (新)医学部の使命、卒業コンピテンス、コンピテンシー

(本文中 B 1.1.2)

120 M1 医学教育入門の授業における「医師のキャリアパス」に関しての内容
期待する教育の成果を目標として定め、学生は卒業時にその達成を示さなければならな
い。それらの成果は、以下と関連しなくてはならない。


地域の保健への要請、医療制度から求められる要請、そして社会的責任（B 1.4.6）

A. 基本的水準に関する情報
本学医学部卒業コンピテンス 7 項目(Ⅰ.医師としてのプロフェッショナリズム、Ⅱ.
コミュニケーション能力、Ⅲ.専門職連携、Ⅳ.医学および関連領域の知識、Ⅴ.独創的
探究心、Ⅵ.診療の実践、Ⅶ.社会と医療)、卒業コンピテンシー37 項目が本学医学部卒
業時の教育成果である。教育プログラムの中に地域医療・安全管理の教科を導入してお
り、いろいろな立場から地域医療や保険制度に関し授業を行っている。また、全学共通
科目アセンブリでも、2 年次、3 年次に地域が直面するテーマでプロダクト学習や TBL
を実施している。
B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
卒前教育として達成すべき地域の保健への要請、医療制度から求められている要請、
そして、社会的責任については、卒業コンピテンス・卒業コンピテンシーに定められ実
行している。特に、卒業コンピテンスⅦ.社会と医療が該当する。医療科学部との共通
科目(アセンブリ)でも、地域の課題解決に向けアクティブラーニングを行っている。
C. 現状への対応
地域や社会からのニーズに応えられているか、行政を含めた地域社会からのフィー
ドバックを得るよう努力する。

31

D. 改善に向けた計画
各教科、および臨床実習における身につける能力、方略、評価が適切であるか継続
的に自己点検自己評価する必要がある。
参考資料
109 (新)医学部の使命、卒業コンピテンス、コンピテンシー

(本文中 B 1.1.2)

学生が学生同士、教員、医療従事者、患者、そして家族を尊重し適切な行動をとること
を確実に習得させなければならない。（B 1.4.7）
A. 基本的水準に関する情報
本学医学部卒業コンピテンス 7 項目(Ⅰ.医師としてのプロフェッショナリズム、Ⅱ.
コミュニケーション能力、Ⅲ.専門職連携、Ⅳ.医学および関連領域の知識、Ⅴ.独創的
探究心、Ⅵ.診療の実践、Ⅶ.社会と医療)、卒業コンピテンシー37 項目が本学医学部卒
業時の教育成果である。特に 1 年次早期臨床体験では、病院のスタッフとの連携を学ん
だり病院玄関で患者・家族にあいさつしたり車イスに移乗する実習も含めている。さら
にコミュニケーション入門では、献体団体「不老会」メンバーとの面接を通して、社会
人から医学生への想いを直接話として聞いている。臨床実習における患者中心性など、
学習法・評価法などに Mini-CEX などを導入している。
B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
卒前教育として達成すべき学生同士、教員、医療従事者、患者、そして家族を尊重
し適切な行動をとることについては、卒業コンピテンス・卒業コンピテンシーに定めら
れている。特に、
「Ⅰ.医師としてのプロフェッショナリズム」、「Ⅱ.コミュニケーショ
ン能力」、
「Ⅲ.専門職連携」が該当し実践するようにしている。しかし、通学時のバス
でのマナーや不法駐車などのクレームもみられている。
C. 現状への対応
学生に医療人としてのプロフェッショナリズムの基盤作りに、入学時から卒業時ま
で一貫したプログラムを導入すべく計画中である。
D. 改善に向けた計画
臨床実習を含め入学から卒業まで経時的に身につける能力、方略、評価が適切であ
るか継続的に自己点検自己評価する必要がある。
参考資料
109 (新)医学部の使命、卒業コンピテンス、コンピテンシー
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(本文中 B 1.1.2)

K03 平成 27～28 年度(2015～2016 年度)シラバス M4・M5 臨床実習
卒業時の教育成果と卒後研修終了時の教育成果をそれぞれ明確にするとともに両者を
関連づけるべきである。（Q 1.4.1）
A. 質的向上のための水準に関する情報
本学医学部卒業コンピテンス 7 項目(Ⅰ.医師としてのプロフェッショナリズム、Ⅱ.
コミュニケーション能力、Ⅲ.専門職連携、Ⅳ.医学および関連領域の知識、Ⅴ.独創的
探究心、Ⅵ.診療の実践、Ⅶ.社会と医療)、卒業コンピテンシー37 項目が本学医学部卒
業時の教育成果である。
一方、初期臨床研修修了時に到達すべき目標は厚生労働省によって「臨床研修の到
達目標」として定められた内容に従っている。本学では、臨床研修に他学卒業生も参加
している。そこで日常診療に必要な基本的診療技能に関し復習し本学大学病院での基本
的ルールもオリエンテーションで確認し、卒前卒後の連携をとっている。
B. 質的向上のための水準に関する現状分析と自己評価
卒前教育と卒後臨床研修終了時の教育成果は、それぞれ明確に示されているが、そ
の関係は十分関連づけられているとはいえない。
C. 現状への対応
卒後研修を開始して良い最低限の能力を身につけることを臨床実習終了時のパフォ
ーマンスレベルに設定し、指導する方針とした。
D. 改善に向けた計画
卒業コンピテンス卒業コンピテンシーと臨床研修修了時の教育成果との連続性を考
慮し、卒前卒後のシームレスな教育システムを構築する必要がある。
参考資料
109 (新)医学部の使命、卒業コンピテンス、コンピテンシー

(本文中 B 1.1.2)

121 臨床研修の到達目標
医学研究に関わる卒業時の教育成果を定めるべきである。（Q 1.4.2）
A. 質的向上のための水準に関する情報
医学研究に関わる卒業時の教育成果として「Ⅴ.独創的探究心」として卒業コンピテ
ンスに明示されている。これに対応する教科として読書ゼミナールや human biology な

33

どがあてられている。さらに、3 年生全員が藤田学園医学会に参加している。また、サ
マースクールなどで基礎教室での研究の機会も提供しているが、参加者は非常に少ない。
B. 質的向上のための水準に関する現状分析と自己評価
「Ⅴ.独創的探究心」
、即ち、科学に興味を持ち、疑問点に対して解決するために行
動することができる能力を卒業生が身につけたか検証されていない。しかし学生の中に
は基礎や臨床の教室で自ら研究し論文を発表する者もおり、これらには論文発表費の一
部を補助するシステムもある。
C. 現状への対応
「Ⅴ.独創的探究心」を修得するため 2018 年度第 3 学年を対象とした「研究室配属」
のプログラムを設ける予定である。
D. 改善に向けた計画
全ての学生が、最低限どれ位のレベルまで医学研究を経験し、理解すべきかについ
て検討する。
参考資料
109 (新)医学部の使命、卒業コンピテンス、コンピテンシー

(本文中 B 1.1.2)

K17 研究室配属に関しての資料(合同委員会、教授会など)
国際保健に関わる教育成果について注目すべきである。（Q 1.4.3）
A. 質的向上のための水準に関する情報
国際保健に関る教育成果はシラバス上には明記がないが、タイ・韓国・台湾・イタ
リアなど MOU を締結した大学との学生の交流などを通し、それぞれの国の保健医療に関
わる事項を学び、その報告書などで学生全員に共有している。
B. 質的向上のための水準に関する現状分析と自己評価
一方、本学と MOU を提携している海外の医学部より毎年一定数の留学生を医学部に
受け入れ、本学の学生と一緒に臨床実習を行っており、国際保健に関わる教育成果はあ
るものと考えている。
C. 現状への対応
海外での学習機会を増やすための方策として、2016 年度第 1 学年を対象として
「Medical EnglishⅠ」という教科を新設し、医学英語に関する基礎知識の修得を強化
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した。また、2016 年度入学以降の第 1 学年全員が TOEFL を受験することを推奨する方
針とした。
一方、海外における受け入れ先を増やすために、第 3 学年等を対象とした「早期海
外実習」に関するプログラムの整備に着手した。
D. 改善に向けた計画
今後、2016 年度第 1 学年全員が第 3 学年を終了するまでに、最低限到達すべき TOEFL
スコアを決め、到達するための支援体制を構築する必要がある。
参考資料
K03 平成 28 年度(2016 年度)シラバス M1～M4
122 医学部 MOU 提携校との学生交流報告書
K17 早期海外実習導入(平成 28 年(2016 年)5 月教授会議事録・資料)
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２.

教育プログラム
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２. 教育プログラム
2.1 カリキュラムモデルと教育方法
基本的水準：
医科大学・医学部は
•

カリキュラムモデルを定めなくてはならない。（B 2.1.1）

•

採用する教育法ならびに学習法を定めなくてはならない。（B 2.1.2）

•

学生の生涯学習への準備を整えるカリキュラムを持たなくてはならない。（B
2.1.3）

•

平等の原則に従い学生にカリキュラムが提供されるようにしなくてはならない。
（B 2.1.4）

質的向上のための水準：
医科大学・医学部は
•

学生が自分の学習に責任を持つことを促し、準備させ、そして支援するカリキュ
ラムと教育/学習方法を採用すべきである。（Q 2.1.1）

注 釈：
▪

[カリキュラム]とは目標とする教育成果、教育内容/シラバス、経験および課程
を指し、計画される教育と学習方法の構造、および評価法を含む。
カリキュラムでは、学生が達成すべき知識・技能・態度が明示されるべきである。

▪

[カリキュラムモデル]には、学体系を基盤とするもの、臓器器官系を基盤とする
もの、臨床課題や疾患特性を基盤とするもののほか、学習内容によって構築され
た教育単位またはらせん型（繰り返しながら発展する）が含まれる。

▪

[教育ならびに学習方法]は、講義、少人数グループ教育、問題基盤型あるいは症
例基盤型学習、相互学習（peer assisted learning）、体験実習、実験、臨床実
習、臨床見学、臨床技能教育（シミュレーション教育）、地域実地経験、および
web を通じた学習を含む。

▪

[カリキュラムと教育の方法]は最新の学習理論に基づくべきである。

▪

[平等の原則]は、教員および学生を性、人種、宗教、性的嗜好、社会的経済的地
位に関わりなく、身体能力に配慮して等しく扱うことを意味する。

カリキュラムモデルを定めなくてはならない。（B 2.1.1）
A. 基本的水準に関する情報
基礎医学教育は学体系を基盤とする。M1 後期の解剖学、組織学などの形態系から始
まり、M2 で生理学、生化学、薬理学などの機能系、M2 後期から M4 にかけては保健衛生
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系(微生物学、公衆衛生学、予防医学、法医学)および病理学を履修する。学体系による
教育は、人体の構造と機能、およびその異常を研究する方法論を、講義と実習を通して
理解する上で適しているとの考えによる。
M3 からの臨床実習前の臨床医学教育は主に臓器器官系を基盤とする。例えば循環器
系では、循環器内科学Ｉ, Ⅱ, 心臓血管外科学、臨床検査医学による包括的なブロック
教育を実施している。この中で、神経系では神経解剖、神経内科学、脳神経外科学によ
る水平統合されたブロック教育を行っている。M4 後期から M5 にかけての臨床実習では
学体系を基盤としている。
カリキュラムは 7 項目から成る卒業コンピテンスを 6 年かけてらせん型に習得でき
るように構成されている。例えば「1. 医師としてのプロフェッショナリズム」につい
て、M1 の「早期臨床体験」
、
「医療コミュニケーション」に始まり、M1 の献体提供者団
体‘不老会’会員の方々との面接実習、M3 の基本的診療技能における医療面接、M4-5
の体験型臨床実習、M5 の学外での地域医療実習まで段階的に学習機会を用意し、最終
的には Miller のパフォーマンスレベル A に到達するよう設定されている。

B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
本学においては学体系によるカリキュラムが基本であるが、臨床医学教育において
は水平統合がなされている。M2 後期までに基礎医学に関する知識を確実に習得した学
生が、M3 に進級した後に臨床医学を学ぶ。従って、基礎医学と臨床医学を垂直統合す
るカリキュラムにはなっていない。2013 年度までは臨床実習の開始時期は、M5 の 4 月
であったが、2014 年度より臨床実習の開始時期が少しずつ早まり、2016 年度 M4 では
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10 月となった。M3、M4 の臨床系教科の授業時間をあまり削減しなかったため、M4 前期
の授業日程が過密になっている。
C. 現状への対応
学体系によるカリキュラムでは、講義内容に重複が起こることがあるため、モデル・
コア・カリキュラムに基づいて各学科の教育内容を整理して重複を減らす方向で検討中
である。また、2017 年度 M4 前期の授業日程が過密にならないような方策をとるよう検
討に入っている。
D. 改善に向けた計画
今後、アクティブラーニングの学習機会を増やし、学生の自己主導型学習を促す上
でも授業、とりわけ講義時間を減らす必要がある。それ故、基礎医学の導入部分を除い
て、臓器あるいは疾患に基づく垂直統合などのカリキュラムモデルを検討する必要があ
る。
参考資料
201 カリキュラム概略図

(本文中)

K03 平成 28 年度(2016 年度)シラバス M1～M4
K03 平成 27～28 年度(2015～2016 年度)シラバス M4・M5 臨床実習
K03 平成 28～29 年度(2016～2017 年度)シラバス M4・M5 臨床実習(案)
202 平成 27 年度(2015 年度)不老会面接スケジュール
203 平成 27 年度(2015 年度)不老会面接注意事項
204 平成 27 年度(2015 年度)不老会面接評価シート
採用する教育法ならびに学習法を定めなくてはならない。（B 2.1.2）
A. 基本的水準に関する情報
M1 での準備教育として医学教育入門において、レポートの書き方、PBL テュートリ
アルの実践、文献検索、キャリアデザインについて学ぶ機会を与えている。コンピュー
タ情報処理学は TBL(Team-based learning)形式で実施され、学修資料は e ラーニング
で閲覧できるようになっており、ICT 教育が実践されている。少人数グループによる「読
書ゼミナール –科学研究の基礎Ⅰ-」で、教員が選択する本を題材に輪読会を行ってい
る。さらに英語による医療コミュニケーション能力の目的で、ネイティブの講師による
少人数グループレッスンが Medical English Ⅰ-Ⅲとして M1-M3 まで実施される。また
M1 後期の「早期臨床体験」の中でグループ毎に病棟の夜勤業務を見学し、
‘不老会’会
員の方々との面接実習が行われる。
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基礎医学教育においては講義および実習が主体である。その中で M2 における「Human
Biology」では循環、呼吸、消化など臓器別の小グループで自由研究を行う。期末に学
年全体に学会形式で発表をおこない peer review で評価する。
臨床実習前の臨床医学教育は講義が主体だが、主要症候から診断に至る過程を自己
学習する能力獲得を目指して、PBL テュートリアル(問題基盤型学習)を M3 および M4 で
実施している。シミュレーターを使用した臨床技能教育は M3,M4 における「基本的診療
技能Ⅰ,Ⅱ」で実施される。
M4,M5 の臨床実習では包括同意書を提出した患者を対象に医行為のレベルを定めた
診療参加型実習、1 週間の地域臨床実習が実施される。
本年度より、M2,M3 の講義収録およびストリーミング配信が M1 での講義資料の電子
化が実施され、学生の自己主導型学習に役立てられている。
B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
M1 での準備教育において多様な教育法および学習法が提示され、その後の学修に生
かされている。従来型の大教室での座学も少なからず実施されているが、小グループ学
習によるアクティブラーニングの機会が設けてられている。
C. 現状への対応
PBL、TBL、反転授業などのアクティブラーニング、また ICT 教育の実施においては、
教員の理解と習熟が必要である。今後、教育手法に関する FD を開催し教員の指導力の
向上に努める。
D. 改善に向けた計画
多様な教育手法がある中で、それらの有効性を学生による授業評価などで検証し、
カリキュラムの改良に役立てる。また、個々の教員に対し学生からのフィードバックを
行い、学生とともにより良い教育環境を作り上げる。
参考資料
K03 平成 28 年度(2016 年度)シラバス M1～M4
K03 平成 27～28 年度(2015～2016 年度)シラバス M4・M5 臨床実習
205 授業収録・説明会資料
206 学修支援のための授業録画・配信について
207 授業収録配信システムの案内(学修支援のための授業録画コンテンツの視聴方法)
学生の生涯学習への準備を整えるカリキュラムを持たなくてはならない。（B 2.1.3）
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A. 基本的水準に関する情報
7 項目から成る卒業コンピテンスを設定し、入学時および各学年年度初めのガイダン
スにおいてそれらを意識する機会が設けられている。M1 の「医学教育入門」で、臨床
医、研究医など様々な経歴を持つ講師により医師としてのロールモデルを学ぶ。また、
M4 臨床実習開始時の白衣式は生涯を通じた医師としてのプロフェッショナリズムを自
覚する機会である。
M1 の「読書ゼミナール」
、M2 の「Human biology」
、M3 の「PBL(tutorial)Ⅰ」、M4 の
「PBL(tutorial)Ⅱ」といった小グループ学習において、学生は能動的学習を経験する。
本学では指導教員制度を採用しており、M1 から M4 まで、教員 1 名につき数名の学生
を割り振って、成績や授業の出席率などのデータに基づき面談、指導会を実施し、学習、
生活指導の両面でメンタリングを行っている。また、M5,M6 では、臨床系講座による里
親制度(一講座あたり 3〜5 名の学生を担当)により、進路や生涯学習についての指導を
行っている。
B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
生涯学習は卒業コンピテンス卒業コンピテンシーに含まれ、カリキュラムポリシー
にも反映され、準備教育から臨床実習まで、様々なステージで生涯学習の準備を整えて
いる。M1 の「読書ゼミナール」
、M2 の「Human biology」
、M3 の「PBL(tutorial)Ⅰ」、
M4 の「PBL(tutorial)Ⅱ」といった小グループ学習による能動的学習を通じて、学生は
生涯学習の礎を構築する。
C. 現状への対応
指導教員は 1 学年毎に交代する際に、担当学生についての評価、情報が引き継がれ
ていない。それ故、指導教員が複数の学年に亘り、学生を指導するような指導体制へと
移行することも検討する必要がある。また、生涯学習を促す指導をする上で、1−6 学年
にわたる学生評価を記した学生カルテの作成が望ましく、試作を開始している。
D. 改善に向けた計画
上記の生涯学習に向けたカリキュラムについて学生評価および卒業生アンケートを
行い、有用性を検証する。
参考資料
208 平成 28 年度(2016 年度)M1 ガイダンス日程表
209 平成 28 年度(2016 年度)M1 ガイダンスプレゼンテーション資料
210 平成 28 年度(2016 年度)M2～M4 合同ガイダンス日程表
211 平成 28 年度(2016 年度)M2～M4 合同ガイダンスプレゼンテーション資料
212 平成 27 年度(2015 年度)白衣式式次第
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213 平成 27 年度(2015 年度)白衣式に関する父母の会だより原稿
K03 平成 28 年度(2016 年度)シラバス M1
214 学生指導の依頼(指導教員)
215 学生指導の依頼(ポリクリ指導係)
216 学生指導の依頼(勉強部屋指導係)
217 平成 28 年度(2016 年度)指導学生一覧表
平等の原則に従い学生にカリキュラムが提供されるようにしなくてはならない。
（B 2.1.4）
A. 基本的水準に関する情報
本学は入学に際し、性、人種、宗教、性的指向、社会的経済的地位、身体能力に関
わりなく学生を受け入れることはアドミッションポリシーに明記されている。また、健
康管理室を設置し、疾病や傷害のある学生もサポートしてカリキュラムが支障なく履修
できるようサポートしている。また、メンタルな問題を抱えた学生には学生相談室が対
応している。セクシャルハラスメントの防止、対応のためキャンパス・セクシュアル・
ハラスメント対策委員会を設置している。臨床実習の中で夜間の ER 実習を実施してお
り、終了時刻は 23 時の深夜になる。その折に、女子学生を含めた帰宅困難者のための
宿舎が設けられている。
B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
入学、進学、卒業において、性、人種、宗教、性的指向、社会経済、身体能力につ
いて一切の差別なく平等に教育機会が提供され、公正な学生評価が行われている。
C. 現状への対応
被差別者の声を拾い上げ、問題を解決する制度が常に機能しているか点検を行う。
D. 改善に向けた計画
アドミッションポリシー、カリキュラムポリシーに明示し、自己点検委員会で検証
する。
参考資料
K19 アドミッションポリシー
218 健康管理室
219 学生相談室
220 キャンパス・セクシュアル・ハラスメント対策
K03 平成 27～28 年度(2015～2016 年度)ER 実習シラバス
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学生が自分の学習に責任を持つことを促し、準備させ、そして支援するカリキュラムと
教育/学習方法を採用すべきである。（Q 2.1.1）
A. 質的向上のための水準に関する情報
入学時、および各学年の新学期ガイダンスにおいて、医学部卒業コンピテンス卒業
コンピテンシーを周知している。準備教育としては、M1 の「医学教育入門」で、臨床
医、研究医など様々な経歴を持つ講師により医師としてのロールモデルを学ぶ。また、
同時期の「総合講座」において緩和医療、移植医療の専門家や、骨髄移植レシピエント、
ハンセン病患者、AIDS 患者による講話を聞き、討論する機会を設けている。学生はこ
れらのレポートをポートフォリオにまとめ、振り返り学習を行う。また、M3,M4 の PBL
テュートリアル(B2.1.2 で既述)においては、学習課題の自己学習、および他者への知
識の共有を行っている。知識の共有の場である小グループ発表会を設けており、学生が
責任を持って自己学習するシステムが確立している。更に、2016 年度より M2,M3 に授
業収録・配信システムを導入した。これにより学生は講義を自分の PC ないし端末機で
いつでも再生することができる。
一方、学生の学習支援としては B 2.1.3 でも述べた指導教員制度により、指導生の
学習意欲、生活態度、学習方法についてサポートを行っている。また、M2,M3 で
5,6,7,10,11 月に実施される IT 試験(講義一コマ当たり 1 問の復習テスト)は学生の学
習意欲および態度を測る良い基準となっている。成績不良者に対し、学年担任(学年当
たり 2 名の教員)および教務委員長が父兄とともに三者面談を行い問題学生のサポート
を行っている。
B. 質的向上のための水準に関する現状分析と自己評価
アクティブラーニングを一部の教科で実施しており、学生が自分の学習に責任を持
って準備することが実践されている。しかし、従来型の大教室での講義も多数残ってお
り、学生の自己主導型学習を進める余地は多く残っている。講義にアクティブラーニン
グの要素を取り入れる必要がある。
C. 現状への対応
2016 年度入学生を対象として講義資料配信システムを導入した。本年度の新入生以
降は、各自タブレット端末を携帯し、講義中に配信された講義資料を端末でダウンロー
ドし、再生して受講する。これにより 6 年間全ての講義資料を一括して端末に保存する
ことができる。さらに横断的語句検索機能により、受講した全ての講義資料の中から容
易に情報を取り出すことができる。また、学生が学習に責任を持って準備したか否かを
確認する方法、例えば、e-learning を用いたセルフテストといった仕掛けを取り入れ
る必要がある。アクティブラーニングの実践方法や自己主導型学習を支援するための
FD を行い、教員の意識およびスキルを高める。
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D. 改善に向けた計画
自己主導型学習について、学生に対する実態調査、学生による授業評価を行い、現
在の課題を明らかにする。学生委員を含むカリキュラム委員会で、学生が自分の学習に
責任を持って準備し、教員がこれを支援する学習方法の構築を継続的に討議する。
参考資料
221 医学部卒業コンピテンス・コンピテンシー2016 改定版
208 平成 28 年度(2016 年度)M1 ガイダンス日程表
209 平成 28 年度(2016 年度)M1 ガイダンスプレゼンテーション資料
210 平成 28 年度(2016 年度)M2～M4 合同ガイダンス日程表
211 平成 28 年度(2016 年度)M2～M4 合同ガイダンスプレゼンテーション資料
K03 平成 28 年度(2016 年度)シラバス M1
222 学年担任表
223 平成 28 年度(2016 年度)授業収録・配信予定表
224 授業収録・配信同意書
225 授業収録・配信同意撤回書
2.2 科学的方法
基本的水準：
医科大学・医学部は
•

カリキュラムを通して以下を教育しなくてはならない。


分析および批判的思考を含む、科学的方法の原則（B 2.2.1）



医学研究法（B 2.2.2）



EBM（科学的根拠に基づく医学）（B 2.2.3）

質的向上のための水準：
医科大学・医学部は
•

カリキュラムに大学独自の、あるいは先端的な研究の要素を含むべきである。
（Q
2.2.1）

注 釈：
▪

[科学的方法]、[医学研究法]、[EBM（科学的根拠に基づく医学）]の教育のため
には、研究力のある教員が必要である。この教育は、必修として医学生が適当な
範囲で研究プロジェクトを実践または参画することが含まれる。

▪

[大学独自の、あるいは先端的な研究]は、研究者あるいは共同研究者として医学
の科学的進歩に参画する能力を高めるための必修もしくは選択の調査的あるい
は実験的研究を含む。
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カリキュラムを通して以下を教育しなくてはならない。


分析および批判的思考を含む、科学的方法の原則（B 2.2.1）

A. 基本的水準に関する情報
分析および批判的思考を含む、科学的方法の原則については、本学の建学の理念「独
創一理」を実現するために卒業時コンピテンシーとして挙げている「独創的探求心」の
根幹をなすもので、(1)自らの考えや疑問点を検証するために科学的方法論を学び、応
用する。(2)適切に収集した情報を論理的、批判的に吟味し、自分の考えを述べること
が出来ることを目指している
(http://www.fujita-hu.ac.jp/medicine/curriculum/index.html)。こうしたコンピテ
ンシーを実現するために 1 学年では「医学教育入門」および「読書ゼミナール −科学研
究の基礎Ⅰ−」、2 学年の「アセンブリⅡ」や「Human Biology −科学研究の基礎Ⅱ−」
、3
学年の「医学研究入門」や「PBL Ⅰ」
、4 学年の「PBL Ⅱ」などで教育目標・学習目標・
到達目標に挙げて教育している。
2025 年を達成目標として推進している藤田学園ビジョン(藤田ネクストジェネレー
ションプログラム)の中で独創的な学究精神と国際的視野を持った医療人材の輩出、大
学病院の臨床力と大学の基礎研究力のシナジー効果を高め臨床研究を推進し、国際的な
研究者の育成・輩出を目指して教育・研究の革新を推進している(藤田ネクストジェネ
レーションプログラム)。具体的な教育プログラムについての議論はカリキュラム委員
会、合同委員会・教授会で検証、改善に努めている。
B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
カリキュラムを通して、分析および批判的思考を含む、科学的方法の原則が教育さ
れている。
C. 現状への対応
教育プログラムの到達目標に向けた教員間の情報共有、意識統一を図ると共に、学
習方策や問題点の更なる改善を推進する。
D. 改善に向けた計画
分析および批判的思考を含む、科学的方法の原則の教育効果を上げるためには基礎
および臨床研究現場での少人数教育は効果的と思われる。現在、藤田学園ビジョンに沿
って研究室配属・海外研修を 2018 年度より実施予定であり、着実な実施と検証を行っ
て行く必要がある。
参考資料
K03 平成 28 年度(2016 年度)シラバス M1～M4
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226 6 年間の学び・カリキュラム
227 藤田ネクストジェネレーションプログラム
カリキュラムを通して以下を教育しなくてはならない。


医学研究法（B 2.2.2）

A. 基本的水準に関する情報
医学研究法は卒業時コンピテンシーとして「医学および関連領域の知識」として挙
げられている。1 学年を中心とした医人間学系の科目で医学研究の入門としての知識を
修得し、2 学年を中心とした基礎医学系で医学研究法の基礎を幅広く学習する。また 3
学年では社会医学系の科目で統計処理、公衆衛生学的研究法を学習する。現在、自由選
択とされている医学部 1—2 学年の基礎教室体験実習は 2 年後に研究室配属・海外研修と
して全員必修の教科として発展する予定である(藤田ネクストジェネレーションプログ
ラム)。
B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
医学研究法について、その基本的知識習得を目指した教育設定および履修がなされ
ている。研究活動における応用機会として自由選択の基礎教室体験実習があるが、これ
は 2 年後には研究室配属・海外研修として必修の科目としてさらに充実する。
C. 現状への対応
2 年後の研究室配属・海外研修の必須化に向けた綿密な議論を行うと共に、実施に際
しては適切な検証と更なる改善を行う。
D. 改善に向けた計画
医学研究法についての内容、その効果的修得法について、カリキュラム委員会等を
通して具体的な検証、改善策の検討が必要である。
参考資料
221 医学部卒業コンピテンス・コンピテンシー2016 改定版
K03 平成 28 年度(2016 年度)シラバス M1～M3
227 藤田ネクストジェネレーションプログラム
カリキュラムを通して以下を教育しなくてはならない。


EBM（科学的根拠に基づく医学）（B 2.2.3）
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A. 基本的水準に関する情報
EBM (科学的根拠に基づく医学)については、医学研究法は卒業時コンピテンシーと
して「医学および関連領域の知識」として挙げられている(医学部卒業コンピテンス・
コンピテンシー2016 改定版)。1 学年の「医学教育入門」で図書館の利用と文献検索方
法についても学ぶ機会を設けている。2 学年の「疫学」および「医学統計学」で教育目
標・到達目標に挙げられており、同科目において学習している。また 3—4 学年では「PBL
Ⅰ」および「PBL Ⅱ」では症例シナリオについて問題の定式化、さらに診断の進め方を
学ぶ。また、4—6 学年の臨床実習ではスチューデント・ドクターとして受け持ち症例に
ついて分析的・批判的思考による問題解決能力獲得を支援している。
B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
EBM について、その基礎を 3—4 学年で十分に理解させた後、4—6 学年の臨床実習で実
際の症例に則して学習している。
C. 現状への対応
「疫学」
、
「医学統計学」における学習方策の改善と問題点などへの対処を行う。ま
た、臨床実習におけるローテート期間の延長により、受け持ち症例に関して分析的・批
判的思考を深めた‘学生サマリー’を作成できるように指導教員が支援する必要がある。
D. 改善に向けた計画
EBM についての教育の有効性について、臨床実習からのフィードバックも得ながら具
体的方策を検討する。
参考資料
221 医学部卒業コンピテンス・コンピテンシー2016 改定版
K03 平成 28 年度(2016 年度)シラバス M1～M4
226 6 年間の学び・カリキュラム
カリキュラムに大学独自の、あるいは先端的な研究の要素を含むべきである。（Q 2.2.1）
A. 質的向上のための水準に関する情報
本学では創立時より医療系総合大学として全ての医療関係者が一同に集い、建学の
理念「独創一理」の実現を目指して共同活動を通してチーム医療に必要な協調性・連帯
意識を養うことにより「良き医療人」育成を目指すアセンブリ教育がある。1 学年の運
動・文化・研究系の活動を行う「アセンブリⅠ」に対して、2 学年の学内、院内および
学外での活動プロジェクト、3 学年以上の学生を対象とした TBL による専門連携教育を
実施している(http://assembly.fujita-hu.ac.jp/index.html)。また医学部 3 学年では、
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本学の教職員を中心に組織される藤田医学会の学術集会に参加し、そこでの研究発表や
招待講演を聴き、印象に残った演題について発表者と連絡をとりながら内容を発表・議
論する機会をカリキュラム「医学研究入門」として提供している。
B. 質的向上のための水準に関する現状分析と自己評価
医学部 1—2 学年の「基礎教室体験実習」は選択制ではあるものの、意欲ある学生に
対して適切な研究指導が行われており、学生の満足度も高い。この実習中の研究成果の
中には学会発表・学術誌掲載に至った例もあり、学生に対して医学研究に興味を持たせ
る機会になっている。
C. 現状への対応
現状は自由選択制であり、もっと幅広く学生に医学研究に対する興味を持たせるた
めに 2 年後には必須科目化による全員履修を目指している。
D. 改善に向けた計画
現状の自由選択制の「基礎教室体験実習」の有効性・問題点を検証しつつ、2 年後の
研究室配属・海外研修の必須化に向けて準備する。
参考資料
111 アセンブリポータルサイト
K03 平成 28 年度(2016 年度)シラバス M1～M3
227 藤田ネクストジェネレーションプログラム
2.3 基礎医学
基本的水準：
医科大学・医学部は
•

カリキュラムに以下を明示し実践しなければならない。


科学的知見を理解する力を涵養するための基礎医学の適応（B 2.3.1）



臨床医学を修得し応用するために必要な基本的概念と方法（B 2.3.2）

質的向上のための水準：
医科大学・医学部は
•

カリキュラムに以下の項目を反映させるべきである。


科学的、技術的そして臨床的進歩（Q 2.3.1）



現在と将来に社会および医療で必要となること（Q 2.3.2）

注 釈：
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▪

[基礎医学]は、地域での必要性、関心および伝統によって異なるが、解剖学、生
化学、生物物理学、細胞生物学、遺伝学、免疫学、微生物学（細菌学、寄生虫学
およびウイルス学を含む）
、分子生物学、病理学、薬理学および生理学を含む。

カリキュラムに以下を明示し実践しなければならない。


科学的知見を理解する力を涵養するための基礎医学の適応（B 2.3.1）

A. 基本的水準に関する情報
基礎医学系科目は学体系を基盤として教育されている。1 学年では先ず基礎医学を学
ぶための科学的基盤として、
「健康科学」、
「生物学」、「化学」、「物理学」
、
「生理化学」
を学習し、次に基礎医学系として「組織学」「解剖学 A」で人体構造をマクロからミク
ロにわたって学習する。2 学年ではさらに人体構造学として「解剖学 B」、
「病理学」
、人
体機能学として「生理学」
、
「生化学」、「薬理学」
、生体防御学として「微生物学」、
「ウ
ィルス・寄生虫学」
、
「免疫学」社会医学系として「疫学」
、
「医学統計学」を体系的に学
習する。各教科の講義の区切りあるいは講義後、実習を配置して、講義で得た知識の応
用として、実習での実体験を通して基礎医学に対する理解を深めている。また基礎医学
系の教科を一通り学習した後の 2 学年後期には基礎医学の統合的理解を通して臨床医
学で扱う疾患の基礎を理解する、臨床医学への導入的橋渡しとして「統合基礎医学」や
「臨床遺伝学」を設けている。また、3 学年では社会医学系の「公衆衛生学」、
「予防医
学」を設けている。
B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
科学的知見の理解のための基礎医学の応用について各教科シラバスに明記して教育
されている。また臨床医学に入る前の段階として基礎的知識から医学的応用に至る経緯
を果たす「統合基礎医学」も機能している。
C. 現状への対応
臨床医学を理解する基盤としての基礎医学教科の講義内容とその有用性に対する検
証を行う。
D. 改善に向けた計画
基礎医学教科の学習時期と評価法に関する検討を行う。
参考資料
K03 平成 28 年度(2016 年度)シラバス M1～M3
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カリキュラムに以下を明示し実践しなければならない。


臨床医学を修得し応用するために必要な基本的概念と方法（B 2.3.2）

A. 基本的水準に関する情報
本学は卒業コンピテンシーとして医師としてのプロフェッショナリズムを掲げてお
り、基礎医学・臨床医学を学ぶ前の 1 学年時に、医人間系＜医療と倫理＞教科、「生命
倫理学」や「総合講座(病と死の人間学)」で先ず、医療人として必要な態度や考え方を
学ぶと共に、
「早期臨床体験」で実際の医療現場で看護体験実習やホスピタリィ実習や
看護部、医療事務部、臨床検査部、食養部、放射線部、薬剤部を見学して、チーム医療
の重要性を理解し、医師になるための動機付けを高めている。1 学年後期からの「組織
学」「解剖学」
、2 学年での「生理学」「生化学」
「薬理学」「病理学」などの基礎医学系
の人体構造および機能を中心とした教科について問題意識を持って学習する。2 学年後
期には基礎医学と臨床医学の橋渡し的教科として「統合基礎医学」で 2 学年前半を中心
に学んできた基礎医学の知識が臨床医学分野、臨床現場でいかに適応させ役立っている
かを学ぶ。3 学年以降の臨床医学教科では、疾患の病因・病態を学ぶだけでなく、
「PBL
Ⅰ」および「PBL Ⅱ」では臨床医学系教科で得た知識を適応し、症例提示に基づいた臨
床推論などを少人数学習形式で学んで行く。こうした症候に基づく臨床知識の応用力の
修得に加えて、臨床実習に際して要求される臨床技能を磨くために、「基本的診療技能
Ⅰ」および「基本的診療技能 Ⅱ」が設定されている。
B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
本学では 3 学年以降の臨床医学を学んで行くのに必要なレベルの基礎医学の知識が
習得されているか判断するために、2 学年末に基礎総合試験を課して評価している。こ
れにより、臨床医学を学んで行く最低限の知識は担保されている。また、臨床実習にお
いて必要とされる知識・技能・態度の評価として共用試験 CBT および共用試験 OSCE を
設定している。また、臨床実習の終了時に PCC OSCE を実施している。
C. 現状への対応
教育方策の洗練・改善と学習評価法の妥当性を検証して行く。
D. 改善に向けた計画
現状の教育・評価法の有効性について具体的方策を含めて検討する。
参考資料
K03 平成 28 年度(2016 年度)シラバス M1～M4
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カリキュラムに以下の項目を反映させるべきである。


科学的、技術的そして臨床的進歩（Q 2.3.1）

A. 質的向上のための水準に関する情報
毎年、FD が開催されて、教育技法や評価法に関して検討が行われている。教務学生
指導合同委員会により科学的、技術的そして臨床的進歩を踏まえて授業構成、時間割な
どが調整されている。
B. 質的向上のための水準に関する現状分析と自己評価
各学年のカリキュラム内容・時間割には科学的、技術的そして臨床的進歩が反映さ
れている。
C. 現状への対応
カリキュラムへの科学的、技術的そして臨床的進歩の反映が確実になされるように
するために、その方策を教務学生指導合同委員会のみならず、必要に応じてカリキュラ
ム委員会で更に検討を行う。
D. 改善に向けた計画
カリキュラムへの科学的、技術的そして臨床的進歩の反映が確実になされているか
教務学生指導合同委員会、カリキュラム委員会でその具体的方法を含めて検討する。
参考資料
K17 平成 27 年(2015 年)5 月度～平成 28 年(2016 年)4 月度 教務･学生指導合同委員会
議事録
カリキュラムに以下の項目を反映させるべきである。


現在と将来に社会および医療で必要となること（Q 2.3.2）

A. 質的向上のための水準に関する情報
高齢者社会の到来を前に、国民各人での健康問題への意識が高まっている。本学で
は学部・学科の垣根を越えた医療系人教育としてのアセンブリ活動を通して学生・教職
員の連携を深めてきた。2 学年以降の「アセンブリ Ⅱ」および「アセンブリ Ⅲ」では
班活動の中に地域活動に積極的に参加、健康問題などの地域医療に関わっていこうとす
る活動が組み入れられている。特に、
「アセンブリ Ⅲ」では、多学科混成チームを編成
した TBL (Team-Based Learning)という授業形態で、地域住民の健康問題の解決に向け
て取り組んでいる。実践的な課題、例えば、豊明市民の健康寿命を延ばす政策、「第 2
次豊明健康 21 計画 2014-2023 年度」に基づき、具体的な行動計画を立案し、豊明市か
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らは表彰されている(豊明市長賞、栄養改善推進部門賞、運動推進部門賞、検診(健診)
推進部門賞等)。また、4 学年の「地域医療・安全管理」、
「リハビリテーション・介護」、
「緩和ケア」といった講義、および、診療所における臨床実習を通して地域のプライマ
リケアを学習する機会が設けられている。
B. 質的向上のための水準に関する現状分析と自己評価
現在と将来の社会および医療で必要となる地域住民の健康問題に注目した独創的な
教育が計画・実施されている。しかし、在宅医療、高齢者の介護といった内容に関する
実習の機会が不足している。
C. 現状への対応
現在、臨床実習の内容を大幅に変更し、在宅医療、高齢者の介護を含めた在宅、お
よび学外の医療機関、および介護保険施設等における実習の機会を増やす準備を進めて
いる。
D. 改善に向けた計画
医療に対する将来的要求を汲み取り、現状のカリキュラムの有効性を検証し、具体
的方法も含め検討する。
参考資料
111 アセンブリポータルサイト
K03 平成 28～29 年度(2016～2017 年度)シラバス M4・M5 臨床実習(案)
2.4 行動科学と社会医学および医療倫理学
基本的水準：
医科大学・医学部は
•

カリキュラムに以下を明示し、実践しなければならない。


行動科学（B 2.4.1）



社会医学（B 2.4.2）



医療倫理学（B 2.4.3）



医療関連法規（B 2.4.4）

質的向上のための水準：
医科大学・医学部は
•

行動科学、社会医学および医療倫理学を、以下に従って調整、修正すべきである。


科学的、技術的そして臨床的進歩（Q 2.4.1）



現在と将来に社会および医療で必要となること（Q 2.4.2）
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人口動態および文化の変化（Q 2.4.3）

注 釈：
▪

[行動科学]、[社会医学]は、地域の必要性、関心および歴史的経緯により生物統
計、地域医療、疫学、国際保健、衛生学、医療医学人類学、医療心理学、医療社
会学、公衆衛生および狭義の社会医学を含む。

▪

[医療倫理学]は、医師の行為ならびに判断に関わる価値観、権利および責務など
で、医療実践に必要な規範や道徳観を扱う。

▪

[医療関連法規]は、医療制度、医療専門職および医療実践に関わる法規およびそ
の他の規則を扱う。規則には、医薬品ならびに医療技術（機器や器具など）の開
発と使用に関するものを含む。

▪

行動科学、社会医学、医療倫理学および医療関連法規をカリキュラムに明示し実
践することは、健康問題の原因・分布・帰結の要因として考えられる社会経済的・
人口統計的・文化的な規定因子、さらにその国の医療制度および患者の権利を理
解するのに必要な学識、概念、方法、技能そして態度を提供し教育することを意
味する。この教育を通じて地域・社会の医療で必要とされることの分析力、効果
的な情報交換、臨床判断、そして倫理の実践を学ぶ。

日本版注釈：
▪

[社会医学]は、法医学を含む。

カリキュラムに以下を明示し、実践しなければならない。


行動科学（B 2.4.1）

A. 基本的水準に関する情報
行動科学については、
「人の行動と心理Ⅰ、Ⅱ」との名称で、1 年次にⅠが、2 年次
にⅡが配当されている。また 1 年次に配当されている「読書ゼミナール」と「医療コミ
ュニケーション」では行動や心理について実践的に考え、体験し、グループで討論する
場が設けられている。
B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
行動科学にかかわる科目が計 4 単位配当されており、十分な修得が可能となるよう
に実践されている。
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C. 現状への対応
授業評価をもとに内容をよりよいものとする。講義だけではなく実習から習得でき
る内容も多いと考えられるため、臨床実習においても関連内容を明示し、修得に取り組
めるようにすることを検討する。
D. 改善に向けた計画
学習内容の妥当性について、その検証方法を含めて検討を行う。
参考資料
K03 平成 28 年度(2016 年度)シラバス M1・M2
カリキュラムに以下を明示し、実践しなければならない。


社会医学（B 2.4.2）

A. 基本的水準に関する情報
2 年次から 4 年次にかけて、
「予防医学」
・「公衆衛生学」・
「疫学」
・「地域医療・安全
管理」
・
「医療統計学」が設置され、社会医学について詳しく学習する。 また臨床実習
においても社会医学実践実習の一環として「地域医療」が設置されている。
B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
社会医学にかかわる科目が計 8 単位配当されており、十分な修得が可能となるよう
に実践されている。
C. 現状への対応
授業評価をもとに内容をよりよいものとする。講義だけではなく実習から習得でき
る内容も多いと考えられるため、臨床実習においても関連内容を明示し、修得に取り組
めるようにすることを検討する。
D. 改善に向けた計画
学習内容の妥当性について、その検証方法を含めて検討を行う。
参考資料
K03 平成 28 年度(2016 年度)シラバス M2～M4
K03 平成 27～28 年度(2015～2016 年度)シラバス M4・M5 臨床実習
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カリキュラムに以下を明示し、実践しなければならない。


医療倫理学（B 2.4.3）

A. 基本的水準に関する情報
医療倫理学については、1 年次に生命倫理学、および総合講座(病と死の人間学)の 2
科目が設置されている。
B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
医療倫理学にかかわる科目が計 2 単位配当されており、十分な修得が可能となるよ
うに実践されている。
C. 現状への対応
授業評価をもとに内容をよりよいものとする。講義だけではなく実習から習得でき
る内容も多いと考えられるため、臨床実習においても関連内容を明示し、修得に取り組
めるようにすることを検討する。
D. 改善に向けた計画
学習内容の妥当性について、その検証方法を含めて検討を行う。
参考資料
K03 平成 28 年度(2016 年度)シラバス M1
カリキュラムに以下を明示し、実践しなければならない。


医療関連法規（B 2.4.4）

A. 基本的水準に関する情報
4 年次に「法医学」が設置され、医療関連法規について詳しく学習する。
B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
医療関連法規にかかわる科目が 2 単位配当されており、十分な修得が可能となるよ
うに実践されている。
C. 現状への対応
授業評価をもとに内容をよりよいものとする。講義だけではなく実習から習得でき
る内容も多いと考えられるため、臨床実習においても関連内容を明示し、修得に取り組
めるようにすることを検討する。
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D. 改善に向けた計画
学習内容の妥当性について、その検証方法を含めて検討を行う。
参考資料
K03 平成 28 年度(2016 年度)シラバス M4
行動科学、社会医学および医療倫理学を、以下に従って調整、修正すべきである。


科学的、技術的そして臨床的進歩（Q 2.4.1）

A. 質的向上のための水準に関する情報
科学的・技術的・臨床的進歩としては IT 化の推進に伴う新たな行動スタイルの出現、
個人情報の保護、生殖医療や移植医療をはじめとする医療倫理など多岐にわたる。教務
学生指導合同委員会の下に M1・2 教育運営委員会が設置されそれぞれの内容の検討を行
い、配当時間数の調整を行っている。
B. 質的向上のための水準に関する現状分析と自己評価
行動科学、社会医学および医療倫理学は、科学的・技術的・臨床的進歩に合わせて
講義内容が検討されている。特に「生命倫理学」および「総合講座(病と死の人間学)」
では単に座学だけの知識にとどめず、グループ討論を行い多方面から考える機会が設け
られている。
C. 現状への対応
行動科学、社会医学および医療倫理学が、常に最新の科学的、技術的、臨床的進歩
に触れ、考える機会を与えることができるよう、継続的に検討を重ねる。
D. 改善に向けた計画
行動科学、社会医学および医療倫理学の学習内容の妥当性についてその具体的な検
証方法を含めて検討を行う。
参考資料
K03 平成 28 年度(2016 年度)シラバス M1
行動科学、社会医学および医療倫理学を、以下に従って調整、修正すべきである。


現在と将来に社会および医療で必要となること（Q 2.4.2）
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A. 質的向上のための水準に関する情報
社会としては地域医療を推進し、地域包括ケアの拡充が必要とされており、専門職
連携の重要性が高まっている。一方では医療の国際化も大きな流れとなっている。地域
医療、チーム医療、国際化に対して科目と教育内容とが適切に配当されているかについ
て点検を行っている。
チーム医療教育としては本学独自の特色あるカリキュラム「アセンブリ」が置かれ
ている。これは 1 年次・2 年次の「アセンブリⅠ・Ⅱ」では本学医療科学部 6 学科と合
同で、また 3 年次の「アセンブリⅢ」では名城大学薬学部・日本福祉大学社会福祉学部
とも連携し、チーム医療教育が推進されている。特に 2 年次・3 年次のカリキュラムで
は学部・学科の垣根を超えてチームを構成し、学生同士が議論し計画案を作成するアク
ティブラーニングが実施されている。他にも 1 年次の総合講座では臨床検査学科と、生
命倫理学では看護専門学校との合同授業を行い、相互にグループ討論の機会があるなど、
チーム医療教育を念頭においた医療倫理学の教育がさまざまな形で取り入れられてい
る。
B. 質的向上のための水準に関する現状分析と自己評価
行動科学、社会医学および医療倫理学は、低学年から学年進行に合わせて教育機会
が与えられている。
C. 現状への対応
行動科学、社会医学および医療倫理学が、現在と将来に社会および医療で必要とな
ることに従って調整、修正するよう、慎重に検討し、改良を行う。
D. 改善に向けた計画
医療系学部との連携教育である「アセンブリⅠ, Ⅱ, Ⅲ」は現在のところ正規のカ
リキュラムとしては 3 年次までであり、さらに高学年に拡げていくことが望ましく、本
年度から一部の有志学生を対象として「アセンブリⅠV」がトライアルとして実施され
る。
参考資料
K03 平成 28 年度(2016 年度)シラバス M1～M4
K03 平成 27～28 年度(2015～2016 年度)シラバス M4・M5 臨床実習
111 アセンブリポータルサイト
K17 第 1 回アセンブリ委員会議事録
行動科学、社会医学および医療倫理学を、以下に従って調整、修正すべきである。


人口動態および文化の変化（Q 2.4.3）
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A. 質的向上のための水準に関する情報
人口動態としては高齢化が加速しており、高齢者を対象とした医療の充実が必要と
なる。
高齢者医療としては、学習の足掛かりとして、1 年次の「医療コミュニケーション」
では「不老会」会員と面接の機会を設けている。3 年次の「公衆衛生学」
「精神・行動
系」4 年次の「リハビリテーション・介護」や「地域医療・安全管理」「緩和ケア」に
おいて様々な側面からの高齢者医療を学習するとともに、「基本臨床技能実習Ⅱ」では
高齢者診察実習を取り入れている。また附属病院である七栗サナトリウムではリハビリ
テーション科を中心に、高齢者医療に特化した臨床実習が 1 週間にわたって実施されて
いる。
B. 質的向上のための水準に関する現状分析と自己評価
行動科学、社会医学および医療倫理学は、低学年から学年進行に合わせて教育機会
が与えられている。
C. 現状への対応
行動科学、社会医学および医療倫理学が、人口動態および文化の変化に従って調整、
修正するよう、慎重に検討し、改良を行う。
D. 改善に向けた計画
高齢者医療については科目間の縦の連携を充実させる必要があり、カリキュラム改
定に向けてカリキュラム委員会を中心に議論を重ねていく。
参考資料
K03 平成 28 年度(2016 年度)シラバス M1～M4
K03 平成 27～28 年度(2015～2016 年度)シラバス M4・M5 臨床実習
2.5 臨床医学と技能
基本的水準：
医科大学・医学部は
•

臨床医学について、学生が以下を確実に実践できるようにカリキュラムを明示し
実践しなければならない。


卒業後に適切な医療的責務を果たせるように十分な知識、臨床および専門的
技能の修得（B 2.5.1）



卒後の研修・診療に準じた環境で、計画的に患者と接する教育プログラムを
教育期間中に十分持つこと（B 2.5.2）



健康増進と予防医学体験（B 2.5.3）
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•

重要な診療科で学習する時間を定めなくてはならない。（B 2.5.4）

•

患者安全に配慮した臨床実習を構築しなくてはならない。（B 2.5.5）

質的向上のための水準：
医科大学・医学部は
•

•

臨床医学教育のカリキュラムを以下に従って調整、修正すべきである。


科学的、技術的そして臨床的進歩（Q 2.5.1）



現在と将来に社会および医療で必要となること（Q 2.5.2）

全ての学生が早期に患者との接触機会を持ち、徐々に実際の患者診療への参画を
深めていくべきである。（Q 2.5.3）

•

教育プログラムの進行に合わせて、異なった臨床技能教育が行なわれるように教
育計画を構築すべきである。（Q 2.5.4）

注 釈：
▪

[臨床医学]は、地域の必要性、関心および歴史的経緯により、麻酔学、皮膚科学、
放射線診断学、救急医学、総合診療/家庭医学、老年医学、産婦人科学、内科学
（各専門領域を含む）、臨床検査学、医用工学、神経科学、脳神経外科学、腫瘍
学ならびに放射線治療学、眼科学、整形外科学、耳鼻咽喉科学、小児科学、緩和
医療学、理学療法学、リハビリテーション医学、精神医学、外科学（各専門領域
を含む）および性病学（性感染症）が含まれる。臨床医学にはまた、卒後研修・
専門研修をする準備段階の教育を含む。

▪

[臨床技能]には、病歴聴取、身体診察、医療面接の技能、手技・検査、救急診療、
薬物処方および治療実践が含まれる。

▪

[専門的技能]には、患者管理技能、協働とリーダーシップの技能、職種間連携が
含まれる。

▪

[適切な医療的責務]は、健康促進、疾病予防および患者ケアに関わる医療活動を
含む。

▪

[教育期間中に十分]とは、教育期間の約 3 分の 1 を指す。

▪

[計画的に患者と接する]とは、学生が診療の状況の中で十分に学ぶことができる
頻度と目的を考慮することを意味する。

▪

[臨床領域で学習する時間]には、臨床体験（ローテーション）とクラークシップ
が含まれる。

▪

[重要な診療科]には、内科（各専門科を含む）、外科（各専門科を含む）、精神
科、総合診療科/家庭医療科、産婦人科および小児科を含む。

▪

[患者安全]では、学生の医行為に対する監督指導が求められる。

▪

[早期に患者との接触機会]とは、その一部をプライマリ・ケア診療のなかで行な
い、患者からの病歴聴取や身体診察および医療コミュニケーションを含む。
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▪

[実際の患者診療への参画]は、地域医療環境で患者への検査および治療の一部を
監督指導下に責任を果たすことを含む。

日本版注釈：
▪

臨床技能教育は、低学年での患者との接触を伴う臨床現場での実習から高学年で
の参加型臨床実習を含み、全体で 6 年教育の 1/3 で、概ね 2 年間を指す。

臨床医学について、学生が以下を確実に実践できるようにカリキュラムを明示し実践し
なければならない。


卒業後に適切な医療的責務を果たせるように十分な知識、臨床および専門的技能の
修得（B 2.5.1）

A. 基本的水準に関する情報
本学医学部におけるカリキュラムは、医学教育モデル・コア・カリキュラムに準拠
し、プロセス基盤型学習にて作成され、下記のカリキュラムポリシーにより、臨床能力
の修得が行われてきた。
1.医療人として必要な教養・態度・考え方(1～2 年次のアセンブリ、読書ゼミナー
ル、医療コミュニケーション、病と死の人間学、コンピュータ情報処理学など)
2.人体の基本的な成り立ちとしくみ(1～2 年次の基礎医学系の各科目の講義と実
習)
3.医学・医療の科学的解析方法と社会医学的なとらえ方(2～4 年次の疫学、予防医学、
公衆衛生学、法医学など)
4.病気の病態・診断・治療(3～5 年次の臨床医学系各科目の講義と臨床実習)
5.医学・医療の知識の統合化と地域の病院・海外での実習(4、6 年次の総合医学)
しかし、2015 年度 M1、M2、M3 を対象として医学部卒業コンピテンス卒業コンピテン
シーが示され、段階的にアウトカム基盤型カリキュラムを導入した(B112 参照)。2016
年度 M1～M4 に履修する各教科において、卒業コンピテンス卒業コンピテンシーの全項
目に関する「身につける能力」と「評価方法」が示された。従って、卒業後に適切な医
療的責務を果たすための臨床医学に関する十分な知識、臨床および専門的技能の修得に
ついては、卒業コンピテンスに含まれており、その習得について明示されている。
B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
従来より臨床医学に関する十分な知識の習得を重視し、M4 総合医学 1、2 定期試験、
M5 臨床総合試験 2 回、卒業試験 3 回を実施している。更に,技能・態度に関する評価を
充実し、卒業後に適切な医療的責務を果たせるように、2016 年度 M4 を対象とした新た
な臨床実習のプログラムを作成し、臨床および専門的技能と態度の修得を確実に実践し
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たことを評価するカリキュラムへ移行されることとなった。臨床実習期間を延長し、ス
テューデントドクターとしてクリニカルクラークシップを実践する体制も構築された。
C. 現状への対応
2016 年度 M4 の臨床実習より採用される各診療科共通の評価項目としての①
Mini-CEX、②カルテ記載の評価、③受け持ち症例のサマリー(退院要約)記載の評価、④
専門職連携に関する評価について、指導医のスキルアップが必要である。また、臨床実
習ポートフォリオを活用した自己査察(振り返り)、および指導教員による助言も必要不
可欠である。現在、指導教員として M4 後期から M5 にかけて「ポリクリ指導係」として
臨床実習のローテート班毎に、臨床系の准教授を 1 名配置している。
「ポリクリ指導係」
が受け持ち学生の臨床実習ポートフォリオを読んで、学生の成長を支援する体制の構築
に向けた準備を進めている。
また、地域医療の実践は卒業時コンピテンスに含まれているが、これを実践する機
会は 2016 年度 M4 を対象とした新カリキュラムで、M5 における学外協力病院での 2 週
と在宅医療に関する 1 週に限られている。短期間で効率よく必要な能力を身につけられ
るプログラムを提供し、的確に評価するシステムを構築する必要がある。
D. 改善に向けた計画
学習者である学生が能動的な学び、学習の支援者として指導教員が適切に支援する
ことが肝要である。また、両者を取り巻く環境が適切であるかについて、今後の検証と
継続的な改良が必要である。
参考資料
K03 平成 28 年度(2016 年度)シラバス M1～M4
K03 平成 27～28 年度(2015～2016 年度)シラバス M4・M5 臨床実習
111 アセンブリポータルサイト
K03 平成 27 年度(2015 年度)シラバス M1
K03 平成 28～29 年度(2016～2017 年度)シラバス M4・M5 臨床実習(案)
228 平成 28 年度(2016 年度)M6 選択制総合医学(シラバス抜粋)
臨床医学について、学生が以下を確実に実践できるようにカリキュラムを明示し実践し
なければならない。


卒後の研修・診療に準じた環境で、計画的に患者と接する教育プログラムを教育期
間中に十分持つこと（B 2.5.2）
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A. 基本的水準に関する情報
患者と接する教育プログラムに関しては、従来は M1 早期臨床体験(約 1 週に相当)、
M5 臨床実習 40 週、そして、M6 選択制臨床実習 6 週の合計 41 週(M6 選択制臨床実習を
選択した学生は 47 週)が提供されていた。2014 年度より臨床実習の開始時期を M5 の 4
月から M4 の 2 月(2014 年度 M4)、M4 の 12 月(2015 年度 M4)、M4 の 10 月(2016 年度 M4)
と少しずつ早めた。その結果、2016 年度 M4 学生対象に M1 早期臨床体験・医療コミュ
ニケーション(約 1 週に相当)、M4 10 月から M5 の臨床実習 64 週、そして、M6 の選択制
臨床実習 6 週の合計 65 週(選択含む 71 週)の期間が提供されるようになった。M5 の臨
床実習は、前半 48 週と後半 16 週に分けられる。前半 48 週は主に教育病院において 4
週を基本単位としてローテートする(内科 4 週×5 回、外科 4 週×2 回、産婦人科 4 週、
小児科 4 週、精神科 4 週など)。後半 16 週の中には、学外の小規模病院 2 週、在宅実習
1 週といったプログラムも新設される。更に、従来の臨床実習では、各診療科における
評価方法は、各臨床科に任されていたが、2016 年度 M4 の臨床実習より、4 週ローテー
トする診療科においては、
評価点の 70％を各診療科共通の評価項目、即ち、
①Mini-CEX、
②カルテ記載の評価、③受け持ち症例のサマリー(退院要約)記載の評価、④専門職連携
に関する評価、30％を各診療科オリジナルな内容と標準化し、「アンプロフェッショナ
ルな行為」の有無についても評価表に記載欄が設けられるようになった。
B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
M5 の４週を基本単位とするローテート臨床実習では、ステューデントドクターとし
て臨床チームに参加し、患者の入院から退院までの経緯が理解できるよう配慮されてい
る。M6 における臨床実習は医師国家試験対策上、選択制となっているが、M6 の 4 月～5
月にかけた 6 週、学生が希望した学外の医療機関(海外を含む)、または、学内の診療科
おける臨床実習も用意されている。以上より、卒後の研修・診療に準じた環境で、計画
的な患者と接する教育プログラムが拡充している。
C. 現状への対応
今年度から１診療科４週のローテートするに伴い、従来のように全診療科を等しく
経験することが不可能になった。この対応として M5 臨床実習の内科ローテーションで
は、学生になるべく多くの疾患を経験させる目的から二つの診療科を主科と副科のペア
にして（例：主を神経内科、副を呼吸器）
、主科で参加型実習をしながら、副科を週１
回程度見学することにしている。
D. 改善に向けた計画
現在 Post Clinical Clerkship OSCE は M5 年度末の臨床実習終了後に実施している
が、 2018 年度より、Post Clinical

Clerkship OSCE を M6 の 7 月以降に実施予定であ

62

る。それに伴い、M6 における M6 の選択制臨床実習は 4 月から 6 月まで 12 週程度に延
長する予定であり、より充実した臨床実習が可能になる見込みである。
参考資料
K03 平成 28 年度(2016 年度)シラバス M1～M4
K03 平成 27～28 年度(2015～2016 年度)シラバス M4・M5 臨床実習
111 アセンブリポータルサイト
K03 平成 27 年度(2015 年度)シラバス M1
K03 平成 28～29 年度(2016～2017 年度)シラバス M4・M5 臨床実習(案)
228 平成 28 年度(2016 年度)M6 選択制総合医学(シラバス抜粋)
臨床医学について、学生が以下を確実に実践できるようにカリキュラムを明示し実践し
なければならない。


健康増進と予防医学体験（B 2.5.3）

A. 基本的水準に関する情報
予防医学および公衆衛生学において、健康増進および予防医学に関する事項につい
て講義と実習を通して主体的に学習する。特に実習は、全体 71 コマ中 32 コマ(45%)を
占めており体験を重視している。
また本学の特徴のひとつであるアセンブリ教育において、2 年生に行うアセンブリⅡ
では豊明健康 21 と銘打って食生活対策、運動対策、健診対策、たばこ対策などのプロ
ジェクトに従事し、3 年生に行うアセンブリⅢでも豊明市民の健康寿命を延ばすことへ
の貢献をテーマとして学部の垣根を越えて活動を行っている。
さらに 1 年生の入学時には胸部単純 X 線写真と T-SPOT 検査による結核の精査を受け、
麻疹、風疹、水痘、ムンプスのウイルス抗体価を測定し陰性のものには積極的に予防接
種を勧奨している。また 4 年生では臨床実習が始まる前に上記の 4 ウイルス抗体価とと
もに B 型肝炎ウイルスの抗体価を測定し、これらの抗体が陰性のものには予防接種を強
く勧めている。これらの検査後、結果を手渡したときに学生にその意味するところを詳
しく説明し、例年、説明後に多数の質問を受けている。また冬季にはインフルエンザの
予防接種を学内で受ける機会を提供し、積極的な接種を推奨している。これらの検査や
予防接種により予防医学の体験を行っている。
B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
健康増進と予防医学について、講義および実習によって学ぶ機会を設けている。さ
らに他職種の観点からも多面的に考える機会を提供している。

63

C. 現状への対応
学生に問題意識を持たせるため、関連するプログラムについて、健康増進と予防医
学についての学習機会であることをカリキュラムなどに明示する。
D. 改善に向けた計画
卒業コンピテンス VⅡの「社会と医療：予防医療、健康増進の問題を評価・検証する」
の観点からカリキュラムを改善する。他職種連携の視点からで予防医学を学ぶ学習機会
は、現状では選択制であるため、すべての学生が体験できるようにする。
参考資料
K03 平成 28 年度(2016 年度)シラバス M3
111 アセンブリポータルサイト
重要な診療科で学習する時間を定めなくてはならない。（B 2.5.4）
A. 基本的水準に関する情報
臨床実習において、内科 20 週間、外科 8 週間、精神科 4 週間、産婦人科 4 週間、小
児科 4 週間の実習を行う。また、時間外における ER 実習を行う。
B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
各科で十分な学習時間を予定している。
C. 現状への対応
臨床実習においては、内科の主要な科を二つ組み合わせて各 4 週の期間で実施して
いるが、すべての診療科を等しく体験するには時間が足らないため、経験できる症例が
偏ることがある。学習機会を均等にするため、ローテート方法が適切であるか検証し必
要に応じて改良する必要がある。
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D. 改善に向けた計画
将来、包括同意が得られないケースが増えると、産婦人科の産直実習、精神科疾患、
羞恥心を伴う診察行為など重要な疾患学習機会の機会が減少する可能性がある。安定し
た実習環境を構築するため、患者、および家族に対して臨床実習に対する理解を深めて
頂くよう啓発活動を続ける必要がある。
参考資料
229 臨床実習スケジュール

(本文中)

K03 平成 28～29 年度(2016～2017 年度)シラバス M4・M5 臨床実習(案)
患者安全に配慮した臨床実習を構築しなくてはならない。（B 2.5.5）
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A. 基本的水準に関する情報
M3, M4 の基本的診療技能Ⅰ,Ⅱにおいて身体診療法と基本的治療手技を学ぶ。共用試
験 OSCE の合格を進級要件とし、ステューデントドクターとしての質が保証されている。
また、シミュレーターを使いた方が良いと判断した内容については、シミュレーターを
用いた実習を行っている。
第一教育病院における新患の患者全員と新規入院の患者(一部の診療科を除く)に対
しては、包括同意の説明を行い、同意文書を取得している。更に、電子カルテの最初の
画面に包括同意に関する表示「SD」を追加した。同意の得られた場合に「青字マークの
SD あり」へ、同意の得られない場合に「赤字マークの SD なし」へと変換され、包括同
意の有無に準拠した臨床実習が行われている。また、全国医学部長病院長会議の提案し
た医行為レベルⅠ、Ⅱの新分類を本学に適した内容に改変し、医行為レベルⅠを学生が
実施できる内容、レベルⅡを学生は介助・見学にとどめる内容と規定した。更に、レベ
ルⅠにおいて侵襲の大きい項目に関しては、各診療科の判断にて個別同意を書面で取得
するようにした。
また、M4 臨床実習ローテート直前の臨床実習の準備教育で患者個人情報の保護につ
いての情報教育および、医行為レベルについての指導を行なっている。
更に、学生に安全管理手帳を配布し、第一教育病院の全職員対象の医療安全に関す
る講習会に出席することを義務付け、職員と同じレベルの学習機会を提供している。
B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
包括同意を書面で取得し、医学生が実施できる内容(レベルⅠ)と介助・見学に留め
る内容(レベルⅡに分けて明示し、レベルⅠにおいても侵襲の伴う医療行為については
個別同意を文章で取得している。また、シミュレーターを使用した方がよい医療行為に
ついては、シミュレーターを用いた実習を行う環境も整備されている。以上より、患者
安全に配慮した臨床実習を構築している。
C. 現状への対応
学生が受け持ち患者のサマリー(退院要約)記載の準備をする際、自分のノートパソ
コンを使用した場合、患者の個人情報を完全に匿名化しないと情報が漏洩するリスクが
生ずる。サマリー作成に際して、自分のノートパソコンを使用しなくても良いような環
境整備として、サマリー(退院要約)記載の権限を学生に与えるよう電子カルテの運用変
更、および学生専用の電子カルテ端末の台数を増やす等の環境整備を進めている。また、
患者情報の漏洩を避けるために、反復して学生に対する教育を実施するよう心掛けてい
る。
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D. 改善に向けた計画
患者安全の原則が順守されているか、医療関係者、および非医療関係者(患者、およ
び家族など)を含めたメンバーで確認するシステムを構築する。
参考資料
230 平成 27 年度(2015 年度)臨床実習の準備教育スケジュール表
231 安全管理 BOOK
232 安全管理 BOOK 配付通知
233 安全管理研修会開催通知
234 安全管理研修会ポスター
臨床医学教育のカリキュラムを以下に従って調整、修正すべきである。


科学的、技術的そして臨床的進歩（Q 2.5.1）

A. 質的向上のための水準に関する情報
カリキュラムを立案および修正するカリキュラム委員会の構成員には、基礎医学系、
臨床医学系教員、臨床実習運営委員が含まれており、最新の科学的、技術的、臨床的進
歩を取り込むことができる。カリキュラム修正は教授会の審議を経て施行された後は、
随時、教務学生合同委員会や各種委員会で評価、検証を行っている。またカリキュラム
は学生による授業評価を受けるほか、カリキュラム委員会においても学生委員による直
接のフィードバックを受ける。これにより継続的改良を行う体制を整えている。
B. 質的向上のための水準に関する現状分析と自己評価
カリキュラムは自己点検自己評価委員会の基礎系、社会医学系、臨床系教員のフィ
ードバックにより常に最新の進歩を取り込むよう改良を加えられている。
C. 現状への対応
臨床教育統合活性化委員会、卒後臨床研修センターからの医学部における臨床医学
教育に対する要望を取り入れる体制を構築する。
D. 改善に向けた計画
臨床医学教育に携わる職員の意見を広く受け入れ、カリキュラム修正に役立てるこ
とができるよう、システムを改良する。
臨床医学教育のカリキュラムを以下に従って調整、修正すべきである。


現在と将来に社会および医療で必要となること（Q 2.5.2）
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A. 質的向上のための水準に関する情報
現在および近い将来に日本の社会が直面しているのは高齢化と少子化の問題である。
よって回復期の受け皿や終末期ケアなどの QOL を重視した在宅医療のニーズは高まっ
ており「地域完結型医療」を担う医師の育成が望まれている。これに対応するため、M4
で「リハビリテーション・介護」として 21 コマの講義が組まれており、リハビリテー
ション医学、在宅医療についての学習機会を設けている。さらに米国に置けるリハビリ
テーション医学について、相互交流契約を結んでいる Johns Hopkins 大学の教員による
講義が組まれている。臨床実習としては、リハビリテーション、緩和ケア、療養型病棟
に特化した第 3 教育病院(七栗記念病院)で 1 週間、地域の診療所でのプライマリケアを
学ぶ地域医療実習 1 週間が組み込まれている。
B. 質的向上のための水準に関する現状分析と自己評価
本学は早くからリハビリテーション医学、在宅医療を重視し、その姿勢を第 3 教育
病院として具現化している。この思想はコンピテンス VⅡ「社会と医療」にも取り入れ
ており、地域完結型医療を担う人材の育成に貢献している。一方で、臨床実習期間が短
いこと、評価者としての学外指導教員の認識に差があり、現場での学生のパフォーマン
スの評価が困難な場合がある。
C. 現状への対応
協力施設と医学部との連絡を密にし、地域医療教育の指導法および評価基準を共有
するべきである。
D. 改善に向けた計画
地域医療教育に関わる医学部専任スタッフを増員することにより、よりきめ細やか
な学生指導が望ましい。
参考資料
K03 平成 27 年度(2015 年度)シラバス M1
K03 平成 26～27 年度(2014～2015 年度)シラバス M4・M5 臨床実習
全ての学生が早期に患者との接触機会を持ち、徐々に実際の患者診療への参画を深めて
いくべきである。（Q 2.5.3）
A. 質的向上のための水準に関する情報
第 1 学年「早期臨床実習」にて、ホスピタリティー実習が用意されている。ホスピ
タリティー実習では、学生数名が 1 組となり、午前 7 時 20 分～午前 8 時 20 分まで大学
病院中央玄関に立ち、患者さんや家族へのあいさつ、多職種と共同して案内、必要な援
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助を行い、接遇の基本を学ぶ。また、M1 の 不老会会員の方々との面接実習により医療
コミュニケーションを学ぶ。
第 3 学年「基本的診療技能Ⅰ」にて、医療面接の重要性を理解し、実際の患者との
面接に先んじて医療面接を体験し、診療記録の書き方、プロフェッショナリズムについ
て学ぶものの、患者との接触機会はない。
その後、第 4 学年における診療参加型臨床実習を通し患者と接触した学習機会が用
意されている。
B. 質的向上のための水準に関する現状分析と自己評価
全ての学生が第 1 学年における「早期臨床実習」
「医療コミュニケーション」におい
て、早期に患者との接触機会を持つことができている。しかし、第 4 学年における臨床
実習まで患者との接触機会がなく、第 2、または、第 3 学年において患者と接触する機
会を設ける必要がある。
C. 現状への対応
第 2、または、第 3 学年において学生の知識・技能・態度習得の進展に合わせて、患
者と接触する機会を設けるプログラムを検討中である。
D. 改善に向けた計画
臨床実習における医療現場での患者との接触において指導スタッフを充実させ、学
生と患者の不安を解消することが必要と思われる。
参考資料
K03 平成 28 年度(2016 年度)シラバス M1・M3・M4
230 平成 27 年度(2015 年度)臨床実習の準備教育スケジュール表
K03 平成 27～28 年度(2015～2016 年度)シラバス M4・M5 臨床実習
111 アセンブリポータルサイト
教育プログラムの進行に合わせて、異なった臨床技能教育が行なわれるように教育計画
を構築すべきである。（Q 2.5.4）
A. 質的向上のための水準に関する情報
第 1 学年「早期臨床実習」のホスピタリティー実習で接遇の基本を学び、M1 の 不老
会会員の方々との面接実習により医療コミュニケーションを学ぶ。また、第 1 学年では
アセンブリ教育として救命救急講習、手洗い講習、災害医療講習、搬送法の実習講習会
を行っている。第 2 学年「アセンブリ 2」にて、医療現場での患者との接触だけでなく、
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地域社会において地域住民の健康増進および生活支援等に関わるプログラムが提供さ
れている。
第 3 学年「基本的診療技能Ⅰ」にて、医療面接の重要性を理解し、実際の患者との
面接に先んじて医療面接を体験する。また、診療記録の書き方、プロフェッショナリズ
ムについて学び。第 4 学年「基本的診療技能Ⅱ」にて医療面接、身体診察および処置の
基本を修得する。
その後、第 4 学年における臨床実習開始直前の「臨床実習の準備教育」にてシミュ
レーション学習を行っている。続いて、診療参加型臨床実習を通した学習機会が用意さ
れている。また、
「SP 参加医療面接身体診察実習」にて、模擬患者を診察した後、学生、
模擬患者、教員からの振り返りを行い、気づきを促すプログラムが用意されている。
B. 質的向上のための水準に関する現状分析と自己評価
教育プログラムの進行、学生の知識・技能習得の進歩に合わせて、各段階において
適切な患者診療への参画形態が教育プログラムに設定されている。
C. 現状への対応
臨床技能教育については、学習機会をより洗練した内容とするといった対処を行っ
ている。
D. 改善に向けた計画
臨床実習における医療現場での患者との接触において指導スタッフを充実させ、学
生と患者の不安を解消することが必要と思われる。
参考資料
K03 平成 28 年度(2016 年度)シラバス M1・M3・M4
230 平成 27 年度(2015 年度)臨床実習の準備教育スケジュール表
K03 平成 27～28 年度(2015～2016 年度)シラバス M4・M5 臨床実習
111 アセンブリポータルサイト
2.6 カリキュラム構造、構成と教育期間
基本的水準：
医科大学・医学部は
•

基礎医学、行動科学、社会医学および臨床医学を適切な関連と配分で教育範囲、
教育内容、教育科目の実施順序、その他のカリキュラム構成要素を明示しなくて
はならない。（B 2.6.1）

質的向上のための水準：
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医科大学・医学部は、カリキュラムで以下のことを確実に実施すべきである。
•

関連する科学・学問領域および課題の水平的統合（Q 2.6.1）

•

基礎医学、行動科学および社会医学と臨床医学の縦断的(連続的)統合（Q 2.6.2）

•

教育プログラムの一部として中核となる必修教育内容だけでなく、選択的な教育
内容を決め、必修との配分を考慮して設定すること（Q 2.6.3）

•

補完医療との接点（Q 2.6.4）

注 釈：
▪

[水平的統合]の例には、解剖学、生化学および生理学などの基礎医学の統合、消
化器系として内科、外科のそれぞれの専門分野の統合、腎臓病学と泌尿器科学の
統合などが挙げられる。

▪

[縦断的（連続的）統合]の例には、代謝異常症と生化学の統合、心臓病学と心血
管生理学の統合などが挙げられる。

▪

[必修教育内容と選択的な教育内容]とは、全学生が学ぶ必修科目と選択必修科目
および任意選択科目を意味する。

▪

[補完医療]には、非正統的、伝統的、代替医療を含む。

基礎医学、行動科学、社会医学および臨床医学を適切な関連と配分で教育範囲、教育内
容、教育科目の実施順序、その他のカリキュラム構成要素を明示しなくてはならない。
（B 2.6.1）
A. 基本的水準に関する情報
基礎医学・行動医学・社会医学・臨床医学については各学年のシラバスにおいて、卒業
コンピテンス・コンピテンシーとの関連が到達すべきパフォーマンスレベルとともに一
覧として明示されている。また履修系統図として実施順序やカリキュラム構成要素が俯
瞰できるようになっている。また 1 年次の「医学教育入門」では本学における教育全般
について教育手法を含めて概観し、卒業コンピテンス・コンピテンシーとの関連を初年
度において学習できる体制となっている。
しかし、シラバス内の具体的記載方針としては、各教科はモデル・コア・カリキュラ
ムのどの内容を学習するのかそれぞれの時間割毎に列挙する方針をとっているため、学
生は卒業コンピテンス・卒業コンピテンシーにあてはめるのが難しい状態にある。
B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
全体の構成は医人間学系、基礎医学系、臨床医学系、社会医学系、臨床医学系、総
合医学系と分類され、複数学年にわたって配当されている。学年ごとに相互に関連を持
って重層的に学習できる体制となっており、関連と配分、構成要素は適切と考えられる。
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C. 現状への対応
各科目における履修の成果が卒業コンピテンス・コンピテンシーに照らして妥当性
を持つかどうかを慎重に分析する。
D. 改善に向けた計画
卒業コンピテンス・コンピテンシーの十分な理解は学習に対する動機づけとなり、
修得の有効性を担保する。各学年において実施されているカリキュラムを、卒業コンピ
テンス・コンピテンシーとの関連性が明確に提示できるよう、さらなる検討を行う。
参考資料
K03 平成 28 年度(2016 年度)シラバス M1
医科大学・医学部は、カリキュラムで以下のことを確実に実施すべきである。


関連する科学・学問領域および課題の水平的統合（Q 2.6.1）

A. 質的向上のための水準に関する情報
本学における教育体制は、3 年次までは主に学体系を基盤としてカリキュラムが構成
されているが、2 年次には「統合基礎医学」が置かれており、基礎医学の水平的統合が
図られている。また 4 年次の「総合医学 1、2」および 6 年次の「総合医学 3」において
臨床系科目が統合された形で再教育される構造となっており、関連する科学・学問領域
の水平的統合が図られている。
一方、各学年でグループ討論の機会が設けられており、そこではグループ討論によ
り知識・学習内容の水平的に統合する機会となっている。1 年次の「読書ゼミナール」、
2 年次の「Human Biology」では少人数グループにより継続的にさまざまなテーマを発
表・討論し、テーマ・課題に対して多角的・多面的に討論する教育機会となっている。
また 3 年次、4 年次に導入されている「PBL(テュートリアル)Ⅰ」、
「PBL(テュートリア
ル)Ⅱ」では多数の診療科の教員が関与して小グループ学習が行われており、臨床系各
科目(および基礎系科目)の学習内容を包括的に統合する機会となっている。
B. 質的向上のための水準に関する現状分析と自己評価
関連する科学・学問領域および課題の水平的統合は実施されている。
C. 現状への対応
2 年次・3 年次においても各科目間の連携が行えるよう現状分析を行い、各科目担当
者にフィードバックを行うとともに連携の枠組みを構築し、より効果的な教育を実施す
る。
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D. 改善に向けた計画
学生が科目間の統合的理解をできているかどうかを各学年で検証することが必要で
あり、その手法を含めて検討を行う。
参考資料
K03 平成 28 年度(2016 年度)シラバス M1～M4
K03 平成 28 年度(2016 年度)シラバス M6(総合医学 3)
医科大学・医学部は、カリキュラムで以下のことを確実に実施すべきである。


基礎医学、行動科学および社会医学と臨床医学の縦断的(連続的)統合（Q 2.6.2）

A. 質的向上のための水準に関する情報
2 年次の基礎系科目は学体系別に置かれているが、各科目で臨床経験のある教員が加
わり基礎系科目の臨床での意義が教育されている。また 2 年次後期では基礎医学の知識
を有機的に統合した上で臨床医学に橋渡しすることを目標とする「統合基礎医学」が置
かれており、3 年時の臨床医学学習への円滑な移行が図られている。一方、3 年次、4
年次に導入されている「PBL(テュートリアル)Ⅰ」
、
「PBL(テュートリアル)Ⅱ」では、多
数の診療科の教員が一堂に会し、症候から基礎・臨床・社会医学の知識を総動員して病
態生理を理解し、患者の背景を考え、検査・診断につなげるグループ討論と自己学習を
基盤とする授業が行われている。
B. 質的向上のための水準に関する現状分析と自己評価
基礎系科目の学習時から、臨床系科目との縦断的統合が図られている。
「PBL(テュー
トリアル)Ⅰ」
、
「PBL(テュートリアル)Ⅱ」ではアクティブラーニングにより基礎医学・
臨床医学・社会医学を包括的・縦断的に統合する機会となっている。
C. 現状への対応
現在 4 年、6 年次に実施されている総合医学 1、2、3 において基礎医学系教員・社会
医学系教員の関与をさらに増やし、多分野の縦断的な統合を図る。
D. 改善に向けた計画
縦断的統合をさらに進めていくには全体を俯瞰しながら改良することが必要であり、
基礎、臨床、社会医学を問わず多分野の教員が議論しながらカリキュラムを改善・改良
できる場を設ける。
参考資料
K03 平成 28 年度(2016 年度)シラバス M2～M4
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医科大学・医学部は、カリキュラムで以下のことを確実に実施すべきである。


教育プログラムの一部として中核となる必修教育内容だけでなく、選択的な教育内
容を決め、必修との配分を考慮して設定すること（Q 2.6.3）

A. 質的向上のための水準に関する情報
1 年次においては文科系科目と語学科目は選択必修科目となっており、特に語学の第
2 外国語ではドイツ語、フランス語のほか中国語、ポルトガル語が選択できるなど幅広
い。1 年次、2 年次の「アセンブリⅠ, Ⅱ」「読書ゼミナール」「Human Biology」3 年次
の「医学研究入門」では学生の希望する内容を選択して実施できるようになっている。
また 1、2 年次では「基礎教育体験実習」が選択科目としておかれており、研究志向の
ある学生が早期から基礎研究を体験できる。6 年次には選択制総合医学実習が実施され
ており、学生の希望する医療機関で臨床実習を行うことができる。
B. 質的向上のための水準に関する現状分析と自己評価
いわゆる教養系科目の他、グループ学習を中心とした科目で内容を選択できるよう
になっている。基礎研究分野、臨床実習においても選択的に学習できるよう、カリキュ
ラム上適切に設定されている。なお必修科目の「PBL(テュートリアル)Ⅰ」
、「PBL(テュ
ートリアル)Ⅱ」もアクティブラーニングで自ら設定した学習課題を学習する構造とな
っており、教育内容としては選択的な学習が可能となっている。
C. 現状への対応
関心を持った医学研究分野を選択し、学習・研究できる体制の拡充が望まれる。現
状では学生が連続して研究に没頭できる期間をとれないことからカリキュラムを見直
し、3～4 か月というまとまった研究室配属期間を 3 年次に確保できるよう、検討を開
始している。
D. 改善に向けた計画
カリキュラムの中のどの分野を選択制、あるいは選択必修制とすべきかを十分に検
討し、改善していく。
参考資料
K03 平成 28 年度(2016 年度)シラバス M1～M3
K03 平成 28 年度(2016 年度)シラバス M6(選択制総合医学)
111 アセンブリポータルサイト
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医科大学・医学部は、カリキュラムで以下のことを確実に実施すべきである。


補完医療との接点（Q 2.6.4）

A. 質的向上のための水準に関する情報
3 年次に東洋医学が科目として設置されている。
B. 質的向上のための水準に関する現状分析と自己評価
カリキュラムにおいて補完医療の学習機会が提供されている。
C. 現状への対応
学生からのアンケート調査を利用し、学習内容を随時見直す。
D. 改善に向けた計画
学習内容の妥当性の検証を、具体的方法を含めて検討する。
参考資料
K03 平成 28 年度(2016 年度)シラバス M3
2.7 プログラム管理
基本的水準：
医科大学・医学部は
•

学長・医学部長などの教育の責任者の下で、教育成果を達成するための教育立案
とその実施に責任と権限を持ったカリキュラム委員会を設置しなくてはならな
い。（B 2.7.1）

•

カリキュラム委員会の構成委員として、教員と学生の代表を含まなくてはならな
い。（B 2.7.2）

質的向上のための水準：
医科大学・医学部は
•

カリキュラム委員会を中心に教育改良の計画と実施を行なうべきである。（Q
2.7.1）

•

カリキュラム委員会に他の教育の関係者の代表を含むべきである。（Q 2.7.2）

注 釈：
▪

［権限を持ったカリキュラム委員会］は、特定の部門や講座の個別利権よりも優
位であるべきであり、教育機関の管理運営機構や行政当局の管轄権などで定めら
れている規約の範囲内でのカリキュラムに関する裁量権を含む。カリキュラム委
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員会は、教育方法、学習方法、学生評価およびカリキュラム評価の立案と実施の
ために裁量を任された資源について配分を決定できるべきである。（領域 8.3 参
照）
▪

[他の教育の関係者]には、教育課程の参画者として、研修病院および他の臨床施
設の代表、医学部卒業生代表、教育に関わる医療専門職代表、他学部の教員など
を含む。他の関係者として、さらに地域や一般市民（例：患者組織を含む医療提
供システムの利用者）の代表者を含む場合がある。

学長・医学部長などの教育の責任者の下で、教育成果を達成するための教育立案とその
実施に責任と権限を持ったカリキュラム委員会を設置しなくてはならない。（B 2.7.1）
A. 基本的水準に関する情報
本年度より医学部長を長とするカリキュラム委員会を設立した。同委員会は医学部
教授会の下部組織としてカリキュラムの立案を行う。カリキュラムの実施に責任を持つ
教務学生指導合同委員会での審議を経て、教授会で承認され、教授会の権限のもとに各
種委員会組織に発令・実施される。
B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
現在 3 回のカリキュラム委員会が行われ、学生による授業評価、出欠のあり方、カ
リキュラムポリシー改変について討議している。従来、カリキュラムの改変を提案及び
議論する場として教務委員会が存在していたが、やや形骸化の傾向にあった。カリキュ
ラムについて活発な討議が行われ、教育の立案を行う場として機能している。
C. 現状への対応
会議の性質上多くの教員層を委員としたため出席率に問題があり、運営に支障をき
たす恐れがある。課題ごとにアドホック委員会を設置して審議の効率化を図る。
D. 改善に向けた計画
来年度より、医療科学部の看護学科、臨床検査学科、放射線学科の教員や、学外実習
協力病院の代表にカリキュラム委員会への参加を要請する予定である。
参考資料
K07 教務関係委員会の組織図
K14 藤田保健衛生大学医学部カリキュラム委員会内規
K14 藤田保健衛生大学医学部教務委員会規程
K14 藤田保健衛生大学医学部教務委員会関連委員会内規
K14 藤田保健衛生大学医学部学生指導委員会規程
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K17 平成 28 年第 1 回・第 2 回カリキュラム委員会議事録
カリキュラム委員会の構成委員として、教員と学生の代表を含まなくてはならない。
（B 2.7.2）
A. 基本的水準に関する情報
本年度より医学部長を長とするカリキュラム委員会を設立した。
カリキュラム委員には、学部長、副学部長、教務委員長、医学教育企画室室長およ
び室員、IR 委員長、各学年担任のほか、M1-2 教育運営委員長、M3-4 教育運営委員長、
臨床実習運営委員会委員長、選択制総合医学委員長、卒試総合試験管理委員会委員長、
国試対策委員長(以上教員層)、各学年の学生代表(学年毎に 1 名のカリキュラム委員お
よび 1 名のオブザーバー)、職員として事務部長、事務副部長、学務課長が含まれてい
る。
B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
現在 3 回のカリキュラム委員会が行われ、学生による授業評価、出欠のあり方、カリ
キュラムポリシー改変について討議している。教員層には学部長始め教育、臨床関連の
主要委員会の長が網羅されており、ここに学生の視点を取り入れることにより、現実的
かつ迅速な立案が可能になっている。一方で学生の意見が学年を代表するものでなく個
人的な見解になりがちという懸念もある。
C. 現状への対応
各学年全体の意見を吸い上げるようなシステムを作るよう指導を行っている。また
学生から事前にカリキュラム委員会に議案を提出させている。スムーズな議事進行のた
め議案の内容によっては、アドホック委員会を組織することを取り決めている。
D. 改善に向けた計画
来年度より、医療科学部の看護学科、臨床検査学科、放射線学科の教員や、学外実
習協力病院の代表にカリキュラム委員会への参加を要請する予定である。
参考資料
K07 教務関係委員会の組織図
K14 藤田保健衛生大学医学部カリキュラム委員会内規
K14 藤田保健衛生大学医学部教務委員会規程
K14 藤田保健衛生大学医学部教務委員会関連委員会内規
K14 藤田保健衛生大学医学部学生指導委員会規程
K17 平成 28 年第 1 回・第 2 回カリキュラム委員会議事録
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カリキュラム委員会を中心に教育改良の計画と実施を行なうべきである。（Q 2.7.1）
A. 質的向上のための水準に関する情報
カリキュラム委員会には、学部長、教務委員長、医学教育企画室室長および室員、
IR 委員長、など教育の立案、実施の責任者が出席する。各学年から 1 名ずつの学生代
表と共に学生評価方法、カリキュラムポリシー、カリキュラムモデルをはじめとする、
学生教育に関するあらゆる事項について審議を行っている。カリキュラム委員会でまと
まった案は、教務学生指導合同委員会で審議され、審議結果は教授会で承認されて決定
事項となる。決定事項は教授会の下部組織である教育運営委員会などが実施する。
B. 質的向上のための水準に関する現状分析と自己評価
本年度から始まったカリキュラム委員会を中心に教育改良の計画を立案している。
C. 現状への対応
現行の規定では、カリキュラム委員会は計画の立案を主に担当し、教授会での決定
事項の実施については教授会の下部組織である教育運営委員会が担当することになっ
ている。今後、学生を含むカリキュラム委員会が、カリキュラムを実施し、さらにその
評価および改善にも関与して PDCA サイクルを回すように内規の改定を検討する。
D. 改善に向けた計画
従来、教育改良は学部長、副学部長、教務委員長、学生指導委員長、副教務委員長、
医学教育企画室室長など少人数の執行部会を中心に討議、実行されてきた。多くの構成
員を含むカリキュラム委員会で、効率良く教育改革を実施できるよう運営方法を洗練す
る。
参考資料
K17 平成 28 年第 1 回・第 2 回カリキュラム委員会議事録
カリキュラム委員会に他の教育の関係者の代表を含むべきである。（Q 2.7.2）
A. 質的向上のための水準に関する情報
現在のところ、カリキュラム委員会の構成員には本学教育病院の責任者以外は、他
の教育の関係者が含まれていない。
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B. 質的向上のための水準に関する現状分析と自己評価
本学の主要な教育関係および臨床研修委員会の長、教育病院長がカリキュラム委員
会の委員に含まれており、多角的にカリキュラムを議論することができる体制にある。
しかし、他学部の関係者、地域の代表などは含まれておらず、第三者の視点を欠いてい
る。
C. 現状への対応
必要に応じて該当分野の関係者をアドホック委員として招集する。
D. 改善に向けた計画
今後、学外臨床研修施設の代表、医学部卒業生代表、教育に関わる医療専門職代表、
他学部の教員など委員として召集する予定である。地域医療に関するカリキュラムを策
定する場合には、地域や一般市民(例：患者組織を含む医療提供システムの利用者)代表
者の招聘を計画する。
参考資料
K15 教務関係委員会一覧
K14 藤田保健衛生大学医学部カリキュラム委員会内規
2.8 臨床実践と医療制度の連携
基本的水準：
医科大学・医学部は
•

卒前教育と卒後の訓練または臨床実践の段階との間に適切な運営連携を確実に
行なわなければならない。（B 2.8.1）

質的向上のための水準：
医科大学・医学部は
•

カリキュラム委員会を通じて以下のことを確実に行なうべきである。


卒業生が働くと考えられる環境からの情報を得て、教育プログラムを適切に
改良すること。（Q 2.8.1）



地域や社会の意見を取り入れ、教育プログラムの改良を検討すること。（Q
2.8.2）

注 釈：
▪

[運営連携]とは、保健医療上の問題点を特定し、それに対して必要な教育成果を
明らかにすることを意味する。このためには、地域、全国、地域の国家間、そし
て全世界の視点に立って、教育プログラムの要素および卒前・卒後・生涯教育の
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連携について明確にし、定める必要がある。運営連携には、保健医療機関との意
見交換および保健医療チーム活動への教員および学生の参画を含むことができ
る。さらに卒業生の雇用者からのキャリア情報提供などの建設的意見交換も含ま
れる。
▪

[卒後の訓練または臨床実践の段階]には、卒後教育（卒後研修、認定医教育、専
門医教育）および生涯教育（continuing professional development, CPD；
continuing medical education, CME）を含む。

卒前教育と卒後の訓練または臨床実践の段階との間に適切な運営連携を確実に行なわ
なければならない。（B 2.8.1）
A. 基本的水準に関する情報
卒前教育と卒後訓練の運営連携のため、臨床実習運営委員会、臨床教育統合活性化
委員会、および医学部附属病院卒後臨床教育研修センターの 3 つの委員会においては、
それぞれの幹事職を複数の委員が兼任することにより、学習内容・学習機会に関する密
接な連携を保ち、学習成果に関するフィードバックを受けている。臨床実習運営委員会
においては、全ての卒業コンピテンス卒業コンピテンシーに関するパフォーマンスレベ
ルを設定し、学生および指導者に明示し、実践している。臨床実習において学生はステ
ューデントドクターとして、初期・後期研修医・指導医を含む上級医のもとで専門職連
携の診療チームに参加して学習することにより、卒後教育につながる臨床実習を行って
いる。
B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
卒前教育と卒後教育の連携のために必要な人員を適切な委員会に配置している。例
えば卒後臨床教育センター長が、臨床実習運営副委員長および学外臨床実習委員長を兼
任しており、卒前から卒後教育にシームレスに移行できている。
C. 現状への対応
カリキュラム委員会の学生委員および研修医からの意見を取り入れ、卒前および卒
後教育を充実させる。
D. 改善に向けた計画
卒後研修において即戦力となり臨床技能を速やかに習得できるよう、臨床実習で臨
床技能だけでなく専門職連携を学修するようカリキュラムを洗練する。
参考資料
K15 教務関係委員会一覧(臨床実習運営委員会、臨床教育統合活性化委員会)
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235 医学部附属病院臨床研修センター組織図
K03 平成 27～28 年度(2015～2016 年度)シラバス M4・M5 臨床実習
236 研修医手帳
K17 平成 28 年度(2016 年度)第 1 回臨床実習運営委員会議事録
カリキュラム委員会を通じて以下のことを確実に行なうべきである。


卒業生が働くと考えられる環境からの情報を得て、教育プログラムを適切に改良す
ること。（Q 2.8.1）

A. 質的向上のための水準に関する情報
臨床教育統合活性化委員会(臨床教育統合活性化委員会構成表)は医学部長、教務委
員長、医学教育企画室室長、各教育病院(第一、第二、第三教育病院)の臨床研修センタ
ー長、第一教育病院研修担当副院長、臨床実習運営委員会委員長が委員として参加し、
臨床教育における学習内容・学習機会と卒後臨床研修との密接な相互連携、連絡を行い、
卒後臨床教育の視点から学部教育、臨床実習の学習成果に関するフィードバックを受け
ている。また、学生は少人数グループ毎に分けられ、それぞれ第一教育病院で臨床を担
う准教授がポリクリ指導係として決められている。ポリクリ指導教員は定期的に学生の
学習状況を確認し、臨床に即した指導を直接行うことができる。また指導教員を定期的
に招集し学習指導、学習成果に対するフィードバックについても指導している。これら
の情報にもとづき、教育プログラムの適切な、そして速やかな改良につとめている。
B. 質的向上のための水準に関する現状分析と自己評価
臨床教育統合活性化委員会は、本学卒業生の研修先である藤田保健衛生大学第一、
第二、および第三教育病院、またその他の関連研修病院管理者・指導医からの情報にも
とづき、教育プログラムの適切な改良にあたっている。
C. 現状への対応
教育病院、関連病院との連携および情報共有、フィードバックをさらに効率化し、
それに基づく教育プログラムの改良に速やかに対処できる体制作りを行う。
D. 改善に向けた計画
医学部同窓会などと協力して卒業生の進路状況、サブスペシャリティ選択、専門医
資格取得状況などのキャリア形成の動向あるいは希望を臨床教育統合活性化委員会で
把握する仕組みを構築し、得られる情報を教育プログラム改良に役立てる。
参考資料
K15 教務関係委員会一覧
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カリキュラム委員会を通じて以下のことを確実に行なうべきである。


地域や社会の意見を取り入れ、教育プログラムの改良を検討すること。（Q 2.8.2）

A. 質的向上のための水準に関する情報
本学の診療圏は高齢化が進んでおり、それらに配慮したカリキュラムを実施してい
る。地域社会への対応として本学の大きな教育理念の 1 つである良き医療人の育成とも
関連して卒業コンピテンシーVⅠに「社会と医療」をあげ、地域医療における臨床実習
教育に積極的に取り組んでいる。医師会の協力を得て、全ての学生は地域医療での実習
を行っている。実習を通して地域医療を学ぶとともに専門職連携を体験学習する。
M3 を対象にしたアセンブリⅢは、医療科学部学生と共同で地域医療への貢献をチー
ム基盤型学習(TBL)として学ぶ機会である。2015 年度には、「豊明市民の健康寿命を伸
ばすこと」をテーマに、地域の健康課題に計 500 人の学生が取り組んだ。豊明市長、同
市の職員、市民を授業に招待し、市民からで提案された内容を、2016 年度アセンブリ 2
のプロジェクトにフィードバックして、実際に豊明市と共同で活動している(豊明健康
21 食生活対策、運動対策、検診対策、たばこ対策)。
B. 質的向上のための水準に関する現状分析と自己評価
地域に特色のある社会ニーズや県、市の意見や要望にもとづく地域密着型の教育が
導入実施されており先駆的な取り組みを行っている。
C. 現状への対応
地域住民、地域の医療機関、自治体を広く巻き込んだ学生教育をさらに推進し、浮
上した問題点への対処を行う。
D. 改善に向けた計画
地域や社会の意見を十分に取り入れた教育プログラムを維持するために、地域住民、
自治体からのフィードバックを受け、それにもとづいた教育プログラム改良を積極的に
進める。
参考資料
K03 平成 27～28 年度(2015～2016 年度)シラバス M4・M5 臨床実習
111 アセンブリポータルサイト
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３.

学生評価
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３. 学生評価
3.1 評価方法
基本的水準：
医科大学・医学部は
•

学生の評価について、原理、方法および実施を定め開示しなくてはならない。開
示すべき内容には、合格基準、進級基準、および追再試の回数が含まれる。（B
3.1.1）

•

知識、技能および態度を含む評価を確実に実施しなくてはならない。（B 3.1.2）

•

様々な方法と形式の評価をそれぞれの評価有用性に合わせて活用しなくてはな
らない。（B 3.1.3）

•

評価方法および結果に利益相反が生じないようにしなくてはならない。（B
3.1.4）

•

評価が外部の専門家によって精密に吟味されなくてはならない。（B 3.1.5）

質的向上のための水準：
医科大学・医学部は
•

評価法の信頼性と妥当性を評価し、明示すべきである。（Q 3.1.1）

•

必要に合わせて新しい評価法を導入すべきである。（Q 3.1.2）

•

評価に対して疑義の申し立てができる制度を構築すべきである。（Q 3.1.3）

注 釈：
▪

[原理、方法および実施]は、試験および他の評価の回数、筆記と口述試験の配分、
集団に対する相対評価と能力を基準とした絶対評価、そして特殊な目的を持った試

験（例 objective structured clinical examinations(OSCE)もしくは mini
clinical evaluation exercise(MiniCEX)）を含む。
▪

[方法と形式の評価]には、外部評価者を採用し、評価の公平性、質および透明性
を高めることを含む。

▪

[評価有用性]は、評価法および評価実施の妥当性、信頼性、教育上の影響力、学
生の受容、効率を合わせて決められる。

▪

評価法の信頼性と妥当性の評価のために、評価実施過程に関わる適切な質保証が
なされなくてはならない。

学生の評価について、原理、方法および実施を定め開示しなくてはならない。開示すべ
き内容には、合格基準、進級基準、および追再試の回数が含まれる。（B 3.1.1）
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A. 基本的水準に関する情報
学生の評価についての原理、方法および実施について、藤田保健衛生大学学則(P7、
第 27 条～第 30 条)、藤田保健衛生大学医学部規定(P13、第 5 条～第 7 条)、藤田保健衛
生大学医学部学生心得および規程(第 6 章第 23 条～第 34 条)、各学年シラバスに記載さ
れている。
進級・卒業判定基準は：
①

1 学年から 6 学年共通要件として、各学年次に履修すべき全科目の単位履修を
進級要件とする。

②

1 学年から 4 学年共通要件として、再試験不合格科目が 2 科目以内の場合、そ
の科目の特別再試験を受験し、特別再試験での合格を条件に進級を認める。留
年者は次年度に全科目を再履修する必要がある。なお、再試験の結果は各学期
末の再試験結果が報告され次第、まとめて発表する。

③

2 学年特別要件として、共通要件に加え、基礎総合試験に合格(60%以上あるい
は平均点-1σから平均点-1.5σの間で判定)することを進級の条件とする。

④

4 学年特別要件として、共通要件に加え、全国共用試験に合格することを進級
の条件とする。
全国共用試験の合格基準は、1. CBT は IRT 標準スコア 419 以上、
2. OSCE で技能評価：
「医療面接」200 点満点、
「バイタルサイン」等 6 ステー
ション各 100 点の合計 800 点満点の 70%(560 点)以上かつ態度の評価：80%以上
である。また、履修科目のうち、
「総合医学」は、3 科目相当の科目としてカウ
ントし、再試験不合格となった場合は、特別再試験の受験を認めない。

⑤

5 学年特別要件として、1. 実習時間の 48 単位中 41 単位以上が 60%以上の評価
点をとる(48 単位中 8 単位が 60%未満の評価点の場合は不合格)。2. ER 実習に
合格する。3. 総合試験ⅠおよびⅡに合格する。4. Post clinical clerkship
OSCE (PCC OSCE)に合格する。5. 全体セミナーに出席する。の 1～5 を全て満
たすことを、進級条件とする。

⑥

6 学年特別要件として、1. 卒業試験に合格する。2. 大学が指定する卒業要件
を全て満たす。の両者を満たすことを卒業条件とする。卒業試験の合否判定は、
1. 卒業試験Ⅰの得点 3 割と卒業試験Ⅱの得点 7 割を合算した卒業試験総合成
績を用いて 12 月中旬に行う。2. 1.で卒業を認定された学生のうち、下位 40
名程度を卒業保留者とする。卒業保留者は、卒業保留追試験を受験する。判定
は卒業試験総合成績 5 割と卒業保留者追試験成績 5 割を合算した総合成績を用
いて 1 月下旬に行う。大学が指定する卒業要件とは、卒業認定者は 1 月開催の
全国模試を受験することであり、卒業保留者は、年末年始の強化授業への出席、
1 月開催の全国模試の受験、1 月末に実施予定の卒業保留者追試験の受験、2
月 VTR 講義への出席、国試直前合宿への参加である。

履修科目は 100 点満点で採点され、
S(90 点以上 100 点以下),A(80 点以上 90 点以下)、
B(70 点以上 80 点未満)、C(60 点以上 70 点未満)、D(60 点未満)で評価し、60 点以上が

87

合格である(藤田保健衛生大学医学部規程第 5 条)。2016 年度新入生から GPA 制度を導
入した。また、履修科目の成績判定には、試験の成績に受講および実習態度を加味して
判定する(藤田保健衛生大学医学部学生心得および規程第 31 条)。試験の方法は筆答、
口答、レポート提出、実地試問等である(同第 26 条)。各科目の成績判定方法は、各学
年のシラバスの該当科目部分に明示している。例えば、4 学年で行う基本的診療技能Ⅱ
では、知識に対して筆記試験、技能に関して、OSCE や異常心音、呼吸音を鑑別する CBT、
態度に関して観察評価を行うことが明示されている(第 4 学年シラバス P87、基本的診
療技能Ⅱシラバス)。
各科目の成績判定は、本人および指導教員のみに通知される固有の識別番号を用い
たうえで、掲示によって速やかに公開される。この方式を用いることによって、個人情
報を保護しつつも学生の学習意欲をかき立てるべくフィードバックを行っている。
B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
学生の評価についての原理、方法および実施について定められ明示しているが、追
再試の回数の明示がない。1 年～4 年次のシラバスには、卒業判定までの詳細な記載が
あるが、5 年、6 年次のシラバスには進級・卒業要件の詳細な記載がなく、学内掲示の
みとなっている。
判定基準は上記の様に、①複数の学年に共通した要件と、②各学年の特別要件との
二段構成になっている。これによって卒業までの 6 年間で一貫した評価と、各学年での
到達度に合わせた評価とを組み合わせた適正な評価がされていると考える。
C. 現状への対応
追再試の回数に関して明示するよう検討する。さらに 5 年、6 年次の進級・卒業要件
の詳細をシラバスに記載する。
D. 改善に向けた計画
現在、卒業までの 6 年間で一貫した評価と、各学年での到達度に合わせた評価とを
組み合わせた適正な評価を行っているが、さらに新しい教育方法、評価方法を柔軟に取
り入れてより適切な方法を選択し、実施方法を決定し開示する。
参考資料
K14 藤田保健衛生大学学則
K14 藤田保健衛生大学医学部規定
K14 藤田保健衛生大学医学部学生心得および規程
K03 平成 28 年度(2016 年度)シラバス M1～M4
K03 平成 28 年度(2016 年度)シラバス基本的診療技能Ⅱ
301 指導学生「学生番号」通知書実例
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知識、技能および態度を含む評価を確実に実施しなくてはならない。（B 3.1.2）
A. 基本的水準に関する情報
履修科目毎に知識・技能・態度の評価について明示し施行している。
知識は、各中間試験、定期試験、総合試験、卒業試験で行っている。技能は基本的
診療技能Ⅱの中間試験や全国共用試験 OSCE で行っている。態度評価は科目毎の授業や
実習態度、臨床実習中の態度を観察評価にて行っている。また、知識・技能・態度の統
合した評価を、post clinical clerkship OSCE で行っている。
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第 1 学年での読書ゼミナール(一部)、第 2 学年での Human Biology、アセンブリⅡ、
第 3 学年・第 4 学年での PBL では、
態度評価として自己評価と同僚評価を導入している。
B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
講義に対しては、知識・態度の評価が、実習では、知識・技能・態度の評価が行わ
れている。
C. 現状への対応
現在多角的に行っている評価を、新しい評価法も組み入れ、より確実に客観的な評
価に繋げられるように検討する。
D. 改善に向けた計画
より多角的で確実な客観的評価となるように Mini-CEX 等の新しい評価法を組み入れ
る。知識・技能・態度の評価に関する評価の配分を検討し、その適切さを評価し検討す
る。
参考資料
302 Post Clinical Clerkship OSCE 進行予定表 (本文中)
303 基礎総合試験、M4 総合試験、M5 総合試験、卒業試験のスケジュールおよび実施要
項
304 M1～M4 定期試験のスケジュールおよび実施要項
305 共用試験 CBT、OSCE スケジュールおよび実施要項
306 基本的診療技能Ⅱ OSCE のスケジュールと関係資料
307 臨床実習終了時 OSCE のスケジュールと関係資料
K05 臨床実習ポートフォリオ
308 ピア評価表：読書ゼミナール、Human Biology、アセンブリⅡ、PBL
様々な方法と形式の評価をそれぞれの評価有用性に合わせて活用しなくてはならない。
（B 3.1.3）
A. 基本的水準に関する情報
知識に対しては、筆記試験(論述試験、Multiple choice question、true or false )、
口頭試験、コンピュター活用試験を単独もしくは併用している。筆記試験においても、
Intensive Training 試験(IT 試験)および総合試験は客観式、中間試験は適語充填式、
期末試験は記述式にするなど多様な形式の試験を組み合わせることでより良い評価を
するべく工夫している。技能に対しては、模擬患者やシミュレーターによる OSCE を、
態度に対しては、教員(医療科学部教員を含む)や医師以外の職種の職員による観察評価、

90

自己評価、同僚評価を行っている。共用試験 OSCE や CBT では、外部評価者による評価
が行われている。また、臨床実習後に OSCE を 1 ステーション 3 課題×3、症例プレゼン
テーションステーション×1 にて実施し、知識・技能・態度の統合した能力の評価を行
っている。
B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
知識・技能・態度のそれぞれに適した評価法で評価が行われている。各定期試験、
総合試験、卒業試験、共用試験 OSCE・CBT が適切に行われている。各試験の時期、合格
基準は予め明示し、学生に周知されている。質的評価としてのポートフォリオは活用を
始めているが、今後充実させる必要がある。
C. 現状への対応
さまざまな方法と形式の評価を評価したい能力に合わせて用いているが、さらに新
しい方法や形式の評価を用いて改善する。
D. 改善に向けた計画
Mini-CEX など新しい評価法の導入やポートフォリオの活用を充実し、各評価の有用
性について検討改善を行う。
参考資料
303 基礎総合試験、M4 総合試験、M5 総合試験、卒業試験のスケジュール
304 M1～M4 定期試験のスケジュール
305 共用試験 CBT、OSCE スケジュール,および実施要項
306 基本的診療技能Ⅱ OSCE のスケジュールと関係資料
307 臨床実習終了時 OSCE のスケジュールと関係資料
K05 臨床実習ポートフォリオ
309 早期臨床体験(ECE)医師以外の職種からの評価表
評価方法および結果に利益相反が生じないようにしなくてはならない。（B 3.1.4）
A. 基本的水準に関する情報
総合試験や定期試験の総合結果による進級判定、卒業試験による卒業判定は、教務・
学生指導合同委員会で議論した後、教授会で議論され、議論の機会を複数回設けるよう
になっている。教員の子弟などに対する評価では、対応学生への評価は自粛して行わな
いようにしている。評価結果に関する利益相反規程もしくは内規はない。
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B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
進級判定や卒業判定には教授会の議論を行っており、一定の公正性は担保されてい
るが、教員の子弟に対する評価方法および結果に関する利益相反の規程もしくは内規は
なく、制定する必要がある。
C. 現状への対応
教員の子弟などに対する評価自粛について、利益相反の規定もしくは内規を作成し
て実施することを検討する。
D. 改善に向けた計画
利益相反の規定もしくは内規を作成して明示し、その結果を検証することを検討す
る。
参考資料
310 進級判定、卒業判定に関する教授会資料
311 共用試験 CBT,OSCE の合否に関する教授会資料
312 基礎総合試験、M5 総合試験、卒業試験に関する卒試・総合試験管理委員会資料
評価が外部の専門家によって精密に吟味されなくてはならない。（B 3.1.5）
A. 基本的水準に関する情報
シラバス、評価法は医学部ホームページから外部に公開されており、専門家を含む
外部者が閲覧可能である。外部の専門家を構成員として含む自己点検自己評価委員会に
て、評価やその他の事項について吟味されている。また、共用試験 OSCE、CBT では共用
試験機構から派遣された外部のモニターにより精密に吟味されている。
B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
シラバス、評価法は外部へ公開されており、透明性が担保されているが、外部委員
の参画は自己評価自己点検委員会のみであり十分とは言えない。
C. 現状への対応
現状評価のうち、外部委員による評価が特に必要なものを抽出し、さらに外部委員
の参画を検討する。
D. 改善に向けた計画
外部の専門家による検証システムを、さらに強化し充実させる。
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参考資料
K03 平成 28 年度(2016 年度)シラバス M1～M4
K15 教務関係委員会一覧(自己点検自己評価委員会)
評価法の信頼性と妥当性を評価し、明示すべきである。（Q 3.1.1）
A. 質的向上のための水準に関する情報
基礎総合試験、M5 総合試験、卒業試験は卒試・総合試験管理委員会において試験の
設計段階より審議が行われている。内容の妥当性に関しては、基礎総合試験、卒業試験
で、学習目標と教育方略に基づいた試験の設計書が作られ，それに従い問題が作成(基
礎総合試験 250 問、卒業試験第 1 回 500 問、第 2 回 500 問)され，評価が実施されてい
る。卒業試験成績と国家試験の自己採点結果が良く相関していることから評価基準は妥
当と判断される。また、基礎総合試験、M5 総合試験、卒業試験、IT 試験において、各
問題について識別指数、正答率を算出している。基礎総合試験、M5 総合試験、卒業試
験では、正答率の低い問題は、不適切問題として採点から除外している。
共用試験 CBT、共用試験 OSCE では、共用試験実施機構により質保証や信頼性・妥当
性の評価が行われている。
また、評価法の信頼性と妥当性に関して、教員に対する FD を開催し、トレーニング
を行っている。
B. 質的向上のための水準に関する現状分析と自己評価
基礎総合試験、M5 総合試験、卒業試験では、学習目標と教育方略に基づいた試験の
設計書が作られ，それに従い問題が作成され、評価が実施されている。各科目試験、実
習評価では、評価したい能力にあった評価法で評価されているが、信頼性・妥当性の検
証は行われていない。
C. 現状への対応
各科目試験、実習評価では、対象となる能力に合わせた評価法をそれぞれ採用して
いるが、これに対する信頼性・妥当性の検証を行う。
D. 改善に向けた計画
各科目試験、実習評価の信頼性・妥当性の検証を行うためのシステムを構築し検討
する。
参考資料
313 基礎総合試験ブループリント
314 卒業試験ブループリント
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312 基礎総合試験、M5 総合試験、卒業試験に関する卒試・総合試験管理委員会資料
315 評価 FD 報告書(2016.3.26 開催)
316 IT 試験解析結果
必要に合わせて新しい評価法を導入すべきである。（Q 3.1.2）
A. 質的向上のための水準に関する情報
1 学年・2 学年・3 学年の全学部と他大学合同で行われているアセンブリ授業では、
医学部のみならず他学部・他大学の学生も含めたピア評価を実施している。1 学年読書
ゼミナールの一部、2 学年 Human Biology、3 学年・4 学年での PBL でも、自己評価、ピ
ア評価を実施している。臨床実習ではポートフォリオを導入しているが、これは評価用
ではなく学習ポートフォリオである。臨床実習後に知識・技能・態度を統合した臨床推
論能力を判定するために、OSCE (Post Clinical Clerkship OSCE: Post CC OSCE ) を
実施している 。Post CC OSCE は学生全員が、連続した 3 課題から成るステーション(例：
課題 1 医療面接、課題 2 身体診察、課題 3 鑑別診断・検査計画)を 3 ステーション、計
9 課題受験し評価を受ける。また、新しい臨床実習の現場での評価のために、Mini-CEX
を導入する予定であり、それに関する FD を開催した。
B. 質的向上のための水準に関する現状分析と自己評価
アセンブリ授業、読書ゼミナール、Human Biology、PBL では、教員評価の他にピア
評価や自己評価などの多面的評価が導入されている。臨床実習における新しい評価法と
して、Mini-CEX やルーブリックを用いたカルテ記載評価、プレゼンテーション評価を
導入予定である。評価ポートフォリオの導入は出来ていない。
C. 現状への対応
評価ポートフォリオ、Mini-CEX やルーブリックを用いたカルテ記載評価、プレゼン
テーション評価を導入する。
D. 改善に向けた計画
多角的な評価を目指して新しい評価法を導入するにあたり、FD 等を用いた教員のト
レーニングも含めた導入計画を策定する。
参考資料
308 ピア評価表：読書ゼミナール、Human Biology、アセンブリⅡ、PBL
317 Mini-CEX の FD に関する資料
307 臨床実習終了時 OSCE のスケジュールと関係資料
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評価に対して疑義の申し立てができる制度を構築すべきである。（Q 3.1.3）
A. 質的向上のための水準に関する情報
基礎総合試験、M5 総合試験、卒業試験では、学生からの疑義照会を行っている。疑
義に対しては、問題作成者からの回答と併せて卒試・総合試験管理委員会で審議を行う
制度が構築されている。科目試験においては、各教員が個別の対応を行っている。
B. 質的向上のための水準に関する現状分析と自己評価
基礎総合試験、M5 総合試験、卒業試験では、疑義照会の制度が構築されている。そ
の他科目試験等の評価に関しては、学生が科目評価者、指導教員もしくは教務副委員
長・教務委員長に疑義の相談を行っているが、明文化された制度は無い。
C. 現状への対応
学生からの疑義申し立ての受け入れは行っており、これを明文化して制度として確
立する。
D. 改善に向けた計画
疑義申し立てを明文化し、疑義に対する妥当性を適正に評価する制度を検討する。
参考資料
318 卒試・総合試験管理委員会での疑義照会検討記録(2015 卒業試験)
319 疑義照会に関する学生通知
3.2 評価と学習との関連
基本的水準：
医科大学・医学部は
•

評価の原理、方法を用いて以下を実現する評価を実践しなくてはならない。


目標とする教育成果と教育方法との整合（B 3.2.1）



目標とする教育成果を学生が達成（B 3.2.2）



学生の学習を促進（B 3.2.3）



学生の教育進度の認識と判断を助ける形成的評価および総括的評価の適切
な配分（B 3.2.4）

質的向上のための水準：
医科大学・医学部は
•

基本的知識と統合的学習の両方の修得を促進するためにカリキュラム（教育）単
位ごとの試験の回数と方法（特性）を適切に定めるべきである。（Q 3.2.1）
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•

学生に評価結果に基づいた時機を得た、具体的、建設的、そして公正なフィード
バックを行なうべきである。（Q 3.2.2）

注 釈：
▪

[評価に関わる原理、方法および実践]は、学生の達成度評価に関して知識・技能・
態度の全ての側面を評価することを意味する。

▪

[学生の教育進度の認識と判断]では、進級の要件と評価との関連に関わる規程が
必要となる。

▪

[試験の回数と方法（特性）の調節]は、学習の負の効果を避けるように配慮され
るべきである。さらに膨大な量の情報を暗記する学習や過密なカリキュラムは避け
るような配慮も含まれる。

▪

[統合的学習の修得]には、個々の学問領域や主題ごとの知識を適切に評価しなが
ら統合的に評価をすることを含む。

評価の原理、方法を用いて以下を実現する評価を実践しなくてはならない。


目標とする教育成果と教育方法との整合（B 3.2.1）

A. 基本的水準に関する情報
2015 年度より学位授与方針(ディプロマ・ポリシー)として、卒業に必要な 7 つの領
域からなる卒業コンピテンスを設定した：Ⅰ医師としてのプロフェッショナリズム、Ⅱ
コミュニケーション能力、Ⅲ専門職連携、Ⅳ医学および関連領域の知識、Ⅴ独創的探究
心、Ⅵ診療の実践、Ⅶ社会と医療。それぞれのコンピテンスを習得および評価するため
総計 40 項目にわたる卒業コンピテンシーを設定している。
各コンピテンシーの評価には、知識・技能・態度およびそれらを統合した能力に対
し、それぞれ適した評価法を用いている。知識については、科目ごとに筆記試験、口頭
試問、レポートで評価している。卒業時の知識は、学科目単位ではなく統合型卒業試験
で評価している。技能に関しては、OSCE や呼吸音・心音の異常音判定に対する CBT を
行っている。態度は主に同僚評価、観察評価による。また、知識・技能・態度を統合し
た評価は、臨床実習終了時に Post CC OSCE にて行っている。
B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
卒業コンピテンスのうち筆記試験などによる定量的評価が難しいと考えられる、
「Ⅰ
医師としてのプロフェッショナリズム」に関連する科目(医学教育入門、早期臨床体験、
医療コミュニケーション、人の行動と心理、基本的診療技能、アセンブリ)については、
レポート・ポートフォリオおよびピア評価を導入することによって評価の適正化を図り、
成果に向けた教育を目指している。また同様に、
「Ⅶ独創的探究心」に関連する読書ゼ
ミナール、Human Biology、医学研究入門、PBL といった科目では、小グループ学習や
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学会参加の形をとることにより、座学とは異なる方法論による教育機会が提供されてい
る。これら科目についても、評価の際には筆記試験のみならずレポートおよびピア評価
(自己評価および同僚評価)を導入することによって、教育成果に適合した成績評価が行
われている。
上記の卒業コンピテンスは良き医師を目指す上でいずれも必要不可欠であるが、中
でも本学の建学理念である「独創一理」に立脚して第 V 項に「独創的探究心」が設定さ
れたことは、本学の独自性を打ち出すうえで特に重要と考えられる。
C. 現状への対応
本学の独自性を明らかにするために、
「独創的探究心」の教育に関する方法と成果を
さらに改定改善していく。
D. 改善に向けた計画
教育成果に合った教育方法が行われたか、その実際の成果から教育方法の検討を行
う。
参考資料
K03 平成 28 年度(2016 年度)シラバス M1～M4
320 医学教育入門および早期臨床体験・レポート
308 ピア評価表：読書ゼミナール、Human Biology、アセンブリⅡ、PBL
321 臨床実習評価表(各科のもの)
K05 臨床実習ポートフォリオ
305 共用試験 CBT、OSCE スケジュール,および実施要項
306 基本的診療技能Ⅱ OSCE のスケジュールと関係資料
307 臨床実習終了時 OSCE のスケジュールと関係資料
評価の原理、方法を用いて以下を実現する評価を実践しなくてはならない。


目標とする教育成果を学生が達成（B 3.2.2）

A. 基本的水準に関する情報
複数の科目において学生が学習成果を自己評価する機会を設けており、これを通じ
て自身の達成度を振り返ることができる(M1 読書ゼミナールピア評価、M2 Human Biology
ピア評価 1・2)。知識修得状況の短期間での判定として IT 試験、またその集大成とし
ての進級判定・卒業判定は、教務委員会および教授会の審議を経て慎重に吟味されてい
る。知識・技能・態度を統合した臨床能力の判定は、臨床実習終了後に OSCE を行い判
定している。

97

B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
卒業コンピテンス・コンピテンシーについては設定がなされたばかりで、該当する
学生を成果として評価することは不可能と考える。代わりに知識に関しては、最近 5 年
間はほぼ一定した人数の卒業生を輩出するとともに、国家試験においても全国平均を常
に上回る合格率を維持し、合格者数も 100 名を超えている現状から考えて目標を達成で
きていると考える。技能に関しては、共用試験 OSCE や臨床実習後 OSCE にて判定してい
る。態度に関しては、観察評価で主に判定している。
C. 現状への対応
卒業コンピテンス・コンピテンシーについてフォローアップを行い、成果の達成を
評価検討する。
D. 改善に向けた計画
低学年の評価をさらに高学年でも経年的に継続して行い、各学年における変化を観
察することで達成状況を把握し、改善を行う。
参考資料
308 ピア評価表：読書ゼミナール、Human Biology、アセンブリⅡ、PBL
310 進級判定、卒業判定に関する教授会資料
322 入学者数・進級者数・卒業者数の年次推移
323 国家試験成績推移
評価の原理、方法を用いて以下を実現する評価を実践しなくてはならない。


学生の学習を促進（B 3.2.3）

A. 基本的水準に関する情報
本学医学部では指導教員制度を設け、講師以上の各教員が科目担当する学年の学生
を一年間、個別に指導する制度を設けている。教授一人あたりで最大 10 名まで、准教
授および講師はより少数に絞り込んだ人数を担当することで個々の学生について状況
を把握できる様、配慮している。また、これと併せ学年担任制度を設けており、教科担
当教授の代表 2 名が 1～6 年の学年を受け持つ。各学年担任は学生側代表のクラス委員
との連絡窓口になるとともに、学年集会を招集・参加することで学年の動向を把握でき
る仕組みを取っている。これに加え、第 5 学年では臨床実習班 1 班につき 1 名、第 6 学
年ではグループ学習班 1 班に 1 名の臨床科准教授が指導教員となり指導している。
医学部カリキュラムは 2015 年度より旧来の 3 学期制を改めて前期・後期の 2 学期制
を導入した。この結果、9 月および 2 月を定期試験期間と定め、準備期間の約 2 週間に
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は講義を設定せず学生が充分な対策ができる様、配慮している。また自己学習の時間を
確保できるように、1 コマ 90 分から 70 分に短縮した(教授会審議記録)。
B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
指導教員には月例の Intensive Training 試験 (IT 試験)成績が自動的に配布され、
学生本人は指導教員からその都度成績表を受け取る仕組みになっている。この機会を通
じて教員は受け持ち学生の学習状況を把握するとともに助言・指導へと直結する。学年
集会の開催予定および結果については、月例の教務学生指導合同委員会および教授会に
おいて報告されており、情報は教授会で共有されている。新カリキュラムの有効性につ
いては設定されたばかりであり、今後の評価が待たれる。
2015 年度より行われた「70 分講義＋前期・後期 2 学期制」へのカリキュラム大改革
は、学生の学習効率向上を目指したものであるが、今後その成果が表れることを期待し
て評価の機会を待つ。成績不良者および欠席が多い学生に対しては、指導教員および教
務委員(委員長または副委員長)または学年担任が適宜、面接して指導を行っている。
C. 現状への対応
学習を促進するために行ったカリキュラムの有効性につき、継続的に検討を行う。
D. 改善に向けた計画
カリキュラム委員会等にて、学習促進に寄与したかについて学生を含めて検討・評
価を行う。
参考資料
217 指導学生一覧表
325 学年集会開催記録
K04 学生便覧
217 ポリクリ班指導教員一覧
217 勉強部屋指導係教員一覧
評価の原理、方法を用いて以下を実現する評価を実践しなくてはならない。


学生の教育進度の認識と判断を助ける形成的評価および総括的評価の適切な配分
（B 3.2.4）

A. 基本的水準に関する情報
形成的評価として、2 年生および 3 年生についてほぼ毎月一度の IT 試験を全員に課
することで、授業理解度の確認を行っている。またこの IT 試験成績を最終評価の 20%
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として組み入れることで、学生が真剣に取り組むモチベーションを確保している。同様
に、多くの科目で中間試験を行い到達度の確認に寄与している。
総括的評価としては年 2 回の期末試験期間に最終試験を行い、成績評価の中心とし
ている。またこれに加え、2 年生学年末(基礎総合試験)および 4 年生実習開始前(総合
試験)にそれぞれ全科目にわたる総合試験を課することによって、総括的評価の厚みを
増している。
5 学年では、臨床実習中の観察評価やレポート、口答試問が実質的に形成評価となっ
ており、知識の総括評価として 8 月下旬、1 月上旬に総合試験を行っている。また、知
識・技能・態度を統合する能力を判定するための総括評価として、臨床実習後 OSCE を
行っている。
B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
IT 試験・中間試験・期末試験・総合試験の 4 段階を踏むことによって、形成的評価・
総括的評価のバランスを担保できている。また、臨床実習においては、各診療科が適時、
形成評価を行っているが、他の診療科が技能や診療能力の形成評価を把握する仕組みが
ないため、構築する必要がある。
C. 現状への対応
他の診療科の技能や診療能力の形成評価を把握する、統一した評価法の確立と総括
的評価の適切な配分を検討し評価する。
D. 改善に向けた計画
カリキュラム委員会、教務委員会等にて学生からの意見も参考にしつつ、教育進度
の認識と判断を検討して形成評価と総括的評価の適切な配分を行う。
参考資料
K03 平成 28 年度(2016 年度)シラバス M1～M4
303 基礎総合試験、M4 総合試験、M5 総合試験、卒業試験のスケジュールおよび実施要
項
321 臨床実習評価表(各科のもの)
基本的知識と統合的学習の両方の修得を促進するためにカリキュラム（教育）単位ごと
の試験の回数と方法（特性）を適切に定めるべきである。（Q 3.2.1）
A. 質的向上のための水準に関する情報
形成的評価の中心として行われている IT 試験が客観式であるのに対し、中間および
期末試験では記述式も取り入れることによって多様な評価が可能となっている。前者が
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基本的知識の習得を目的とするのに対し、後者は統合的学習に対する評価であり、この
構成が学習促進に寄与していると考える。
B. 質的向上のための水準に関する現状分析と自己評価
長年にわたって継続的に行われている IT 試験についてはその開催時期など具体的な
運用について教務委員会で協議されるとともに改変が重ねられており、その効果を高め
る工夫が行われている。
C. 現状への対応
学生全体の成績が不良な科目では、さらに試験の回数や方法を再検討する。
D. 改善に向けた計画
学生の負担と習得の促進のバランスを考慮して改善を行う。
参考資料
303 基礎総合試験、M4 総合試験、M5 総合試験、卒業試験のスケジュール
304 M1～M4 定期試験のスケジュール
K03 平成 28 年度(2016 年度)シラバス M1～M4
学生に評価結果に基づいた時機を得た、具体的、建設的、そして公正なフィードバック
を行なうべきである。（Q 3.2.2）
A. 質的向上のための水準に関する情報
月例の IT 試験結果は、毎回指導教員を通じて学生および父兄あてに返却される。こ
れにより学生は学習到達度を知ることとなり、その改善に役立てることができる。指導
教員はこの成績をもとに学習態度を把握し、適切な助言を行う。指導教員に対して、毎
年の指導教員懇談会などを通じて、学生指導、フィードバックの方法についての共通認
識を確認している。一方、著しい成績不振者に対しては、夏季休暇前、および希望者に
応じては随時に、教員(学年主任、指導教員および教務委員長)、学生、父兄による三者
面談が行われ、問題点の確認および助言を行っている。
B. 質的向上のための水準に関する現状分析と自己評価
試験結果などの学生に対する評価は公正かつきめ細やかにフィードバックが行われ、
個々の学生が抱える問題を教職員が共有して解決する体制が根付いている。
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C. 現状への対応
指導教員による学生指導において、なお教員間でばらつきが見られるため、指導法
についての FD およびワークショップを計画する。
D. 改善に向けた計画
学生の能力に応じた指導を行うため、成績に応じた個別支援を予定している。
参考資料
K03 平成 28 年度(2016 年度)シラバス M1～M4
214 学生指導の依頼(指導教員)
215 学生指導の依頼(ポリクリ指導係)
216 学生指導の依頼(勉強部屋指導係)
329 指導教員懇談会 2016.7 月式次第
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４.

学生
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４. 学生
4.1 入学方針と入学選抜
基本的水準：
医科大学・医学部は
•

学生の選抜プロセスについて、明確な記載を含め、客観性の原則に基づき入学方
針を策定して履行しなければならない。（B 4.1.1）

•

身体に不自由がある学生の入学について、方針を定めて対応しなければならな
い。
（B 4.1.2）

•

他の学部や機関から転入した学生については、方針を定めて対応しなければなら
ない。
（B 4.1.3）

質的向上のための水準：
医科大学・医学部は
•

選抜プロセスと、医科大学・医学部の使命、教育プログラムならびに卒業時に期
待される能力との関係性を述べるべきである。（Q 4.1.1）

•

地域や社会の健康上の要請に対応するように、社会的および専門的情報に基づ
き、定期的に入学方針をチェックすべきである。
（Q 4.1.2）

•

入学許可の決定への疑義に対応するシステムを採用すべきである。
（Q 4.1.3）

注 釈：
▪

[入学方針]は、国の規制を厳守するとともに、地域の状況に合わせて適切なもの
にする。医科大学・医学部が入学方針を統制しない場合は統制する組織との関係
性を説明し、結果（例：採用数と教育の能力とのバランス）に注目することで責
任を示すことになる。

▪

[学生の選抜プロセスの記載]には、高等学校の成績、その他の学術的または教育
的経験、医師になる動機の評価を含む入学試験と面接など、理論的根拠と選抜方
法の双方が含まれる。実践医療の多様性に応じた選抜法を選択することも考えら
れて良い。

▪

[身体に不自由がある学生の入学の方針と対応]は、国の法規に準じる必要があ
る。

▪

[学生の転入]には、他の医科大学・医学部からの医学生や、他の学部からの学生
が含まれる。

▪

[地域や社会の健康上の要請]には、経済的・社会的に恵まれない学生やマイノリ
ティのための特別な募集枠や入学に向けた指導対策などの潜在的必要性など、性
別、民族性、およびその他の社会的要件（その人種の社会文化的および言語的特
性）に応じて、採用数を検討することが含まれる。
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日本版注釈：
▪

一般選抜枠以外の入学枠（推薦枠、指定校枠、付属校枠、地域枠、学士入学枠な
ど）についても、その選抜枠が必要とされる理由とともに入学者選抜過程の開示
を含む。

学生の選抜プロセスについて、明確な記載を含め、客観性の原則に基づき入学方針を策
定して履行しなければならない。（B 4.1.1）
A. 基本的水準に関する情報
藤田保健衛生大学医学部学生募集要項に募集人員・出願資格・選抜方法(試験科目・
配点等)を記載している。また、本学では一般入試の他に、推薦入試、センター試験利
用入試、愛知県地域枠入試を実施し、多様な適性を持った学生が本学を受験しやすいよ
うに配慮している。
医学部入試委員会は医学部教授会の下部組織として入学試験に関わる事項を審議す
るものであり、医学部長を委員長とし、教務委員長・学生指導委員長をはじめ、教授
15 乃至 25 名、その他委員長が必要と認めたもの若干名で構成されている。この委員会
は、入学試験の企画、その運営方針の策定、問題作成、入学試験の実施、入学候補者の
選抜に関する業務などについて審議・決定を行っている。従って入試委員会は学生の選
抜プロセス全般をその所掌事項としている。そのなかで、客観性の原則に基づき入学方
針を策定している一例として、本学では 2002 年度から長年にわたって実施している入
学直後のプレースメントテストの客観的データを活用し、入学者の学力の特徴を捉える
とともに、入学後の学力の推移等との関連性の解析などを行っている。このような客観
的情報をもとに、推薦入学、一般入学などの選抜方法による学生の成績の比較を行い、
入試委員会における入学方式の策定などの議論の参考としている。
また、本学入学志願者に対して、アドミッションポリシーを定め、募集要項・ホー
ムページに明示し、それに基づいた合格者選抜を行っている。さらに、各入試方式とア
ドミッションポリシーの関係が志願者にわかりやすいよう、表にして呈示している。一
方、全人的医療を行う医療人を育成するという建学の目的にふさわしい、コミュニケー
ション能力豊かな人材を選抜するため、各入試方式において丁寧な面接を行っている。
B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
選抜プロセスを客観性の原則に基づいて進めるために、入試委員会での所掌事項検
討にあたって、客観的データを参考資料とし、アドミッションポリシーなど、本学医学
部の入学者に対する理念に沿った学生選抜プロセスが構築されている。
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入試区分一覧
2 8 年度入試

推薦入試

一般入試(前期)

一般入試
(前期・愛知県地域枠)

定員

入試科目

選抜方法

学習能力適性検査
英語(ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅱ、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅲ、英語表
20名
現Ⅰ、英語表現Ⅱ) <60分>
(大学課程 数学(数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学A、数学B(数列、ﾍﾞｸﾄﾙ)) <80分>
履修者若 小論文 <45分>
干名含む)
面接試験
面接(個人面接)

70名

10名

推薦入試は、高等学校長より推薦される者からの選抜と、大学
課程履修者で自己推薦する者からの選抜があります。高等学
校長より推薦される者からの選抜では、学習能力適性検査、
面接試験をおこない、提出書類内容、意欲、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ能力を
含めた多角的な視点(英検2級以上の資格、課外活動など)から
総合的に評価し、判定されます。大学課程履修者からの選抜
では、学習能力適性検査、面接試験をおこない、思考過程の成
熟度なども含めた評価により判定されます。

一般入試(前期)は、一次試験として学科試験を課し、成績優秀
学科試験(4 科目)
者を選抜し、二次試験(面接試験)の結果と提出書類を合わせて
英語(ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅱ、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅲ、英語表
判定、選抜します。
現Ⅰ、英語表現Ⅱ) <80分>
数学(数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学A、数学B(数列、ﾍﾞｸﾄﾙ)) <80分>
一般入試(前期・愛知県地域枠)は、都道府県を問わず、将来、
理科(物理・化学・生物の3科目から2科目を選択) <120分>
愛知県内の地域医療に従事し貢献しようとする志を持った者を
対象に入学者を選抜します。一次試験として一般入試(前期)と
面接試験
同じ学科試験を課し、成績優秀者を選抜し、二次試験(面接試
学科試験の結果において、選抜された受験生には、面接試験日に「個人面
験)の結果と提出書類を合わせて判定、選抜します。
接」を実施する。
※一般入試(前期)と同日におこない、一般入試(前期)と併願になる。

一般入試(後期)

ｾﾝﾀｰ試験
利用入試

15名

5名

学科試験(4 科目)
英語(ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅱ、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅲ、英語表
現Ⅰ、英語表現Ⅱ) <80分>
数学(数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学A、数学B(数列、ﾍﾞｸﾄﾙ)) <80分>
一般入試(後期)は、一次試験として学科試験を課し、成績優秀
理科(物理・化学・生物の3科目から2科目を選択) <120分>
者を選抜し、二次試験(面接試験)の結果と提出書類を合わせて
判定、選抜します。
面接試験
学科試験の結果において、選抜された受験生には、面接試験日に「個人面
接」を実施する。
一次試験(大学入試ｾﾝﾀ ｰ試験)
国語(近代以降の文章)
外国語(英語<ﾘｽﾆﾝｸﾞを含む>)
数学「数学Ⅰ・数学A」「数学Ⅱ・数学B」
理科(物理・化学・生物の3科目から2科目を選択)

ｾﾝﾀｰ試験利用入試は、大学入試ｾﾝﾀｰ試験の成績が優秀な
者について面接試験をおこない、選抜します。

二次試験
一次試験の結果において、選抜された受験生には、二次試験として「個人
面接」を実施する。

2 9 年度入試

推薦入試

定員

入試科目

選抜方法

学習能力適性検査
英語(ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅱ、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅲ、英語表
現Ⅰ、英語表現Ⅱ) <90分>
数学(数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学A、数学B(数列、ﾍﾞｸﾄﾙ)) <90分>
10名以内 小論文 <50分>
面接試験
学習能力適性検査の結果において、選抜された受験生には、面接試験日
に「個人面接、ｸﾞﾙｰﾌﾟ面接」を実施する。

一般入試

ｾﾝﾀｰ試験
利用入試(前期)

※小論文は二次試験の面接・調査書と合わせる。

学科試験(4 科目)
英語(ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅱ、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅲ、英語表
現Ⅰ、英語表現Ⅱ) <90分>
一般入試は、一次試験(学科)の成績で選抜された受験生に、
90名
数学(数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学A、数学B(数列、ﾍﾞｸﾄﾙ)) <100分>
二次試験(面接)を実施し、学科試験、面接、提出書類によって
(地域枠10 理科(物理・化学・生物の3科目から2科目を選択) <120分>
総合的に判定します。また、都道府県を問わず、将来、愛知県
名含む)
内の地域医療に従事し貢献しようとする志を持った者は、「愛
面接試験
知県地域枠」を併願することができます。
学科試験の結果において、選抜された受験生には、面接試験日に「個人面
接」を実施する。

10名

一次試験(大学入試ｾﾝﾀ ｰ試験) 4 教科型
国語(近代以降の文章)
外国語(英語<ﾘｽﾆﾝｸﾞを含む>)
数学「数学Ⅰ・数学A」「数学Ⅱ・数学B」
理科(物理・化学・生物の3科目から2科目を選択)
二次試験
一次試験の結果において、選抜された受験生には、二次試験として「個人
面接」を実施する。

ｾﾝﾀｰ試験
利用入試(後期)

推薦入試は、高等学校長より推薦される者で、調査書の全体
の評定平均値4.0 以上、かつ外国語・数学・理科の3教科も全
て4.0 以上の者から選抜します。選抜は、一次試験(学習能力
適性検査)の英語・数学の成績で選抜された受験生に二次試
験(面接)を実施し、学習能力適性検査、面接、提出書類によっ
て総合的に判定します。

10名

一次試験(大学入試ｾﾝﾀ ｰ試験) 5 教科型
国語(古文漢文を含む全範囲)
外国語(英語<ﾘｽﾆﾝｸﾞを含む>)
数学「数学Ⅰ・数学A」「数学Ⅱ・数学B」
理科(物理・化学・生物の3科目から2科目を選択)
地歴公民(全科目から1科目選択・第1解答科目)
二次試験
一次試験の結果において、選抜された受験生には、二次試験として「個人
面接」を実施する。
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ｾﾝﾀｰ試験利用入試は、大学入試ｾﾝﾀｰ試験の成績で選抜され
た受験生に二次試験(面接)を実施、大学入試ｾﾝﾀｰ試験、面
接、提出書類によって総合的に判定します。

C. 現状への対応
推薦入試の施行方式や、一般入試での後期日程のあり方などを継続的に入試委員会
等で検討している。
D. 改善に向けた計画
入学者の選抜方法と入学後の学習状況などについて検討するために必要な客観的デ
ータの種類の検討やその実際の収集および分析について継続的に検討していく必要が
あると思われる。
参考資料
401 入試区分一覧

(本文中)

K14 藤田保健衛生大学学則

第 5 条第 2 項

K14 藤田保健衛生大学医学部教授会規程

第8条

K14 藤田保健衛生大学入学試験委員会規程
402 平成 25～27 年度(2013～2015 年度)入試委員会資料(プレースメントテストの結果
等)
403 医学教育への論文(入学後の成績に影響を与える要因は何か(医学教育
2008.39(6)397～406))
K19 アドミッションポリシー
K20 平成 29 年度(2017 年度)学生募集要項
K17 平成 23 年度(2011 年度)入試委員会議事録(抜粋)(第 3 回、第 2 回 Adhoc、第 5 回)
身体に不自由がある学生の入学について、方針を定めて対応しなければならない。
（B 4.1.2）
A. 基本的水準に関する情報
身体に不自由がある学生について、入学試験にあたっては、募集要項に、
「身体に障
がいのある者の申し出について」の項目を明記し、出願前の問い合わせに対して、身体
不自由の入学方針に関する局長通知に準じて適宜対応している。
B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
聴覚障害者の受験に際しては、受験前の問い合わせにより、読唇がしやすいよう、
前列に席を移すなどの配慮を行うなどの対応が出来ており、これまでのところ不都合は
生じていない。今後も十分な対応可能であると考えている。
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C. 現状への対応
身体に不自由のある学生が入学した場合の教育方針や学内設備の整備について検討
しておく必要がある。
D. 改善に向けた計画
身体に不自由のある学生を例外的対象としてとらえるのではなく、個人の能力や状
況に応じて積極的に入学許可を与えることが可能かどうか、検討していく。
参考資料
K20 平成 29 年度(2017 年度)学生募集要項(24 ページ)
他の学部や機関から転入した学生については、方針を定めて対応しなければならない。
（B 4.1.3）
A. 基本的水準に関する情報
他大学からの編入者については、資格や入学前の既修単位の取り扱いなどを学則に
定め、個別の取り扱いについては教授会の意見などを勘案し、学長が決定することとし
ている。学則では本学医学部への編入者は他の 4 年制以上の大学を卒業した学士で、編
入学する年次は 2 年次としている。
B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
4 年生大学卒業者の 2 年次編入について学則に定めている。しかしながら、2 年次編
入した学生の入学後の成績等の検討から、2009 年度より、募集を中止している。他大
学卒業の学士についても一般入試等を受験し、合格者は 1 年次から履修することとして
いる。
C. 現状への対応
現在、実質的に学士の 2 年次編入試験は中止しており、募集再開は予定していない。
D. 改善に向けた計画
今後、社会からの要請などによっては、学士編入試験の再開など、必要に応じて検
討する。
参考資料
K14 藤田保健衛生大学学則
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選抜プロセスと、医科大学・医学部の使命、教育プログラムならびに卒業時に期待され
る能力との関係性を述べるべきである。（Q 4.1.1）
A. 質的向上のための水準に関する情報
本学全体の教育ビジョンとして、2015 年の創立 50 周年を機に、「謙虚で誠実に医療
を実践できる人材」
、
「患者中心の専門職連携を実践できる人材」、
「独創的な学究精神と
国際的視野を持った医療人材」を輩出することを掲げた。このビジョンを基として、医
学部におけるアドミッションポリシーと選抜プロセスの関連性を募集要項に明示して
いる。また、本学医学部の使命として、「獨創的な学究精神を持った謙虚で誠実な医師
を育成する」を掲げ、この使命を果たすために設定されたカリキュラムが卒業コンピテ
ンスと関連していることの説明を、受験者も参照できるホームページに掲載している。
また、各学年のシラバスもホームページ上に掲載され、詳細なコンピテンシーや科目内
容も参照できる。
B. 質的向上のための水準に関する現状分析と自己評価
本項目への対応として、現状では受験時に十分な情報を提供としていると考えられ
る。但し、情報は提供されているものの、その意味や入学後の実際の学習との関連など
を受験生が理解することは困難があると思われる。
C. 現状への対応
現在行っている情報提供を継続する。
D. 改善に向けた計画
本項目の内容は、教職員や在学生に対しても比較的最近周知されはじめた状況であ
り、現在の方針などの評価を行いつつ、必要な改善を目指していく必要がある。それに
基づいて、受験生への情報提示の方策も改善していく必要がでてくると思われる。
参考資料
K20 平成 29 年度(2017 年度)学生募集要項(2・3 ページ)
226 6 年間の学び・カリキュラム
104 藤田学園ビジョン 2025
地域や社会の健康上の要請に対応するように、社会的および専門的情報に基づき、定期
的に入学方針をチェックすべきである。（Q 4.1.2）
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A. 質的向上のための水準に関する情報
本学医学部では、2015 年度より入試委員会での議論を経て、愛知県地域枠入試を開
始した。これは地域や社会の要請に基づき、地域社会で活躍する医師を将来的に確保す
ることを目的としている。地域枠入試の実施に呼応して、アドミッションポリシーの策
定・改定や、地域枠定員の増加などの入試方式の改定も、入試委員会での決議を基に行
ってきている。
B. 質的向上のための水準に関する現状分析と自己評価
前述のように地域・社会の要請に対応するようにアドミッションポリシーの内容の
検討や入試方式の改定を行っている。これは主に入試委員会で議論されているが、今後
も入試委員会において地域・社会の要請に対応する入試方針のチェックが定期的に行わ
れるよう留意する必要がある。
C. 現状への対応
入試委員会の開催などにより、入学方針等のチェックを行う機会は確保しているが、
長期的な審議や検討が必要な議題について、継続的な議論が行われるよう留意する必要
があると思われる。
D. 改善に向けた計画
地域的・社会的な健康上の要請の変化に対応できるように体制を整える必要がある。
参考資料
404 平成 26 年度(2014 年度)第 2 回 入試委員会資料(地域枠について)
K17 平成 26 年度(2014 年度)第 2 回 入試委員会議事録(抜粋)
405 医学部収容定員の変更に係る学則変更の認可申請(2014 年、2015 年)
入学許可の決定への疑義に対応するシステムを採用すべきである。（Q 4.1.3）
A. 質的向上のための水準に関する情報
受験者には、不合格の場合に学科試験の個人成績開示のシステムを採用している。
大学ホームページ・入試ガイドにおいて、合格者の平均点・最高点・最低点の開示、選
抜時の補欠繰り上げ情報の開示等を行うなどの透明化を行っているが、受験者の個別の
疑義については対応していない。
B. 質的向上のための水準に関する現状分析と自己評価
前述のシステムおよび対応により、現状では特に問題がないと考えられる。
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C. 現状への対応
現在のシステムおよび対応を維持する。
D. 改善に向けた計画
個別に特別な疑念や要望が寄せられた場合の対応法を検討しておく必要がある。
参考資料
K20 平成 29 年度(2017 年度)学生募集要項(31 ページ)
406 藤田学園ホームページ(入試データ、入学試験繰上状況)
4.2 学生の受け入れ
基本的水準：
医科大学・医学部は
•

学生の受け入れ数を確定し、プログラムの全段階でその教育能力と関連づけなけ
ればならない。
（B 4.2.1）

質的向上のための水準：
医科大学・医学部は
•

学生の受け入れ数と特性については定期的に見直して他の関連教育の協働者と
の協議し、地域や社会の健康上の要請を満たすように調整すべきである。
（Q
4.2.1）

注 釈：
▪

[学生の受け入れ数]に関する決定は、医療の労働人口についての国の要件に応じ
て調整する必要がある。医科大学・医学部が学生の受け入れ数を統制しない場合
は関係性を説明し、結果（例：受け入れ数と教育能力とのバランス）に注目する
ことで責任を示すことになる。

▪

[他の関連教育の協働者]には、医師不足、医師の偏在、新たな医科大学・医学部
の設立、医師の移動といった、保健関連の人材のグローバルな局面と関連のある
専門家や団体のほか、国内の保健医療機関の人材についてのプランニングと人材
開発の責任を負う当局が含まれる。

学生の受け入れ数を確定し、プログラムの全段階でその教育能力と関連づけなければな
らない。（B 4.2.1）
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A. 基本的水準に関する情報
本学医学部における学生の受け入れ数は、入試委員会での議論を受け、理事会で最
終決定される。近年社会的な要請やそれに対応する国の施策などに応じて本学医学部の
入学定員は微調整を行っている。2015 年度の入学定員は 115 名であったが、2016 年度
には地域や社会の要請に対応すべく、地域枠定員を 5 名増やして 10 名とし、総定員は
120 名とした。各学年の在籍者数はホームページ掲載の資料にあるように、最大で 120
名となっており、
1 年次から 4 年次に使用する講義室および実習室の収容定員は最大 140
人程度であるので、設備としての収容能力に問題はない。また、専任教員数は 2015 年
度で在籍学生数 680 人に対して 705 人で、教員 1 人あたりの学生数は 0.96 人となり、
人的にもきめ細かい学生指導が十分に可能な体制をとっている。
B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
前述の現状から、講義および実習について、受け入れ学生数に対する設備および教
員数は十分な状況にあると考えられる。
C. 現状への対応
現状に特別な問題はないと思われる。
D. 改善に向けた計画
臨床実習に関して、時間数の増加や参加型臨床実習への移行などのため、今後各診
療科での学生教育における問題が発生することが予想されるので、臨床実習のための場
所や設備を整備する必要性を検討する。
参考資料
K14 藤田保健衛生大学学則
K10 在学学生数(2012～2016 年度)
K13 教員数(男女別、役職別)
407 生涯教育研修センター1 号館講義室収容定員一覧
408 実習室座席表
学生の受け入れ数と特性については定期的に見直して他の関連教育の協働者との協議
し、地域や社会の健康上の要請を満たすように調整すべきである。（Q 4.2.1）
A. 質的向上のための水準に関する情報
一般入試・推薦入試・センター試験利用入試などのそれぞれの募集枠による学生の
特性について入学時および入学後の学習状況を解析し、各募集枠設定の妥当性について
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検討している。また、地域枠については、愛知県との協議などにより、定員数の調整を
行っている。
B. 質的向上のための水準に関する現状分析と自己評価
現状において、受け入れ学生の数と特性について逐次検討し定期的な見直しができ
ていると思われる。
C. 現状への対応
特に問題はないと考えられる。
D. 改善に向けた計画
募集枠による入学学生の特性の違いや、卒業後の就業状況について長期的な追跡が
必要であると思われる。
参考資料
405 医学部収容定員の変更に係る学則変更の認可申請(2014 年、2015 年)
K17 平成 23 年度(2011 年度)入試委員会議事録(抜粋)(第 3 回、第 2 回 Adhoc、第 5 回)
4.3 学生のカウンセリングと支援
基本的水準：
医科大学・医学部および大学は
•

学生を対象とした学習上の問題に対するカウンセリングの制度を設けなければ
ならない。
（B 4.3.1）

•

社会的、経済的、および個人的な要請に対応し、学生を支援するプログラムを提
供しなければならない。
（B 4.3.2）

•

学生の支援に資源を配分しなければならない。（B 4.3.3）

•

カウンセリングと支援に関する守秘を保証しなければならない。（B 4.3.4）

質的向上のための水準：
医科大学・医学部は
•

学習上のカウンセリングを提供すべきである。


学生の進歩のモニタリングに基づくカウンセリングが提供されている。（Q
4.3.1）



キャリアガイダンスとプランニングを含んだカウンセリングが提供されて
いる。
（Q 4.3.2）

注 釈：

113

▪

[学習上のカウンセリング]には、選択科目、住居の準備、キャリアガイダンスに
関連した問題が含まれる。

▪

[カウンセリングの組織]には、個別の学生または少人数グループの学生に対する
学習上のメンタが含まれる。

▪

[社会的、経済的、および個人的な要請への対応]とは、社会的および個人的な問
題や出来事、健康問題、経済的問題などに関連した支援を意味するもので、奨学
金、給付金、ローンなど財政支援サービスや健康クリニック、予防接種プログラ
ム、健康/身体障害保険を受ける機会などが含まれる。

学生を対象とした学習上の問題に対するカウンセリングの制度を設けなければならな
い。（B 4.3.1）
A. 基本的水準に関する情報
学生の学習面の問題への対応として、学生相談室を設けると共に、指導教員制度を
とっており、教員あたり 3〜10 名の学生を担当している。指導教員の選定は基本的に学
生の希望に基づいている。指導教員は学生の成績や出席状況を把握し、学生からの相談、
あるいは教員から学生に声をかけて個別に指導している。指導教員は学習面のみならず、
学生の生活面も含めて指導している。また、各学年には学年担任の教員を定めて、ガイ
ダンスなどによる学年全体への情報提供や学習指導を行うとともに、成績不良者につい
ては、学生と保護者に対する三者面談を適宜実施して、三者で成績状況と学習方針に対
する認識を共有し、成績改善を図っている。また、5 年次、6 年次では、指導教員の他
に、ポリクリ指導係(5 年次)、勉強部屋指導係(自主学習のグループ、6 年次)それぞれ
の担当教員(臨床系准教授)が選定され、学習面のサポートをスモールグループ単位で行
っている。
B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
学習面のカウンセリングやサポートの体制は充実していると考えており、本学の国
家試験の好成績にも繋がっていると思われる。M1,2 では指導教員制度は充分機能して
いるが、M3,M4 ではポリクリ指導係との役割分担が明確化されていないなどの問題があ
る。
C. 現状への対応
指導教員制度にあっては、個々の教員による指導内容にかなり違いがある場合があ
り、指導教員懇談会等を実施し、指導教員間で情報の共有や指導方法の研鑽を行ってい
る。
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D. 改善に向けた計画
上記の問題に対応するため M1〜M4 の指導教員制度の見直しを行っている。より継続
的な指導を行う為、指導教員は M1-M2、M3-M4 のそれぞれ 2 年間、同じ学生を連続して
担当することを骨子とした計画を来年度から実施予定である。
参考資料
K14 藤田学園学生相談室規程
K14 藤田学園学生部規程
409 藤田学園学生相談室利用状況(平成 24～26 年度(2012～2014 年度))
410 三者面談開催
411 指導教員の選抜方法について
412 担当教員人選一覧表
214～216 学生指導の依頼(指導教員、ポリクリ指導係、勉強部屋指導係)
社会的、経済的、および個人的な要請に対応し、学生を支援するプログラムを提供しな
ければならない。（B 4.3.2）
A. 基本的水準に関する情報
経済的支援としては、下記の大学および医学部による奨学金制度を設けており、事
務部が窓口となって対応している。これらの奨学金については、学生便覧、学生募集要
項などに概要を掲載している。
1)藤田学園奨学金貸与制度
2)藤田学園同窓会奨学金貸与制度
3)医学部成績優秀者奨学金制度
また、提携教育ローンを準備し、募集要項等で学生に紹介している。社会的および
個人的問題については、前述の指導教員制度に加えて、大学生活における対人関係や精
神的問題などを抱えた学生の相談窓口として学生相談室を設置し、月曜から土曜日まで、
専門相談員が常駐して、対応・カウンセリングを行っている。
健康管理に関しては、健康管理室が設置されており、学生の健診や罹患時の対応、
予防接種の実施などにあたっている。
B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
学生の経済的・個人的問題について、学生をサポートする仕組みを多角的に用意し
ており、それらを学生も活用している状況と考えられる。
C. 現状への対応
現状では既存のシステムが有効に機能していると考えられる。
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D. 改善に向けた計画
経済的支援および個人的支援について、現在のシステムで十分な支援ができていな
い学生がでてくる可能性があり、アンケート等で調査を行い、改善の必要性について定
期的に検討する必要がある。
参考資料
K20 平成 29 年度(2017 年度)学生募集要項(29 ページ)
K14 藤田保健衛生大学医学部成績優秀者奨学金規定
413 医学部成績優秀者奨学金貸し付け状況一覧
K14 藤田保健衛生大学医学部修学資金貸与規程
414 あいち県未来枠(愛知県地域枠)奨学金制度平成 27 年度(2015 年度)1 学年修学金貸
与学生
K14 藤田保健衛生大学医学部学費減免規程
415 医学部学費減免者一覧(平成 25 年度～平成 27 年度 (2013 年度～2015 年度))
K14 藤田学園同窓会奨学金貸与規程
416 学校法人藤田学園同窓会奨学金
K14 藤田保健衛生大学医学部父母の会奨学金貸与規程
K14 藤田学園健康管理室規程
417 平成 25～27 年度(2013～2015 年度)予防接種・学生健康診断実績
学生の支援に資源を配分しなければならない。（B 4.3.3）
A. 基本的水準に関する情報
人的資源については、これまでに示したような、指導教員制度、学生相談室、健康
管理室等のシステムに人員を配している。
経済的支援について、例えば医学部成績優秀者奨学金の 2013 年から 2015 年度の在
籍学生への貸し付け状況の資料に示すように、相当の経済的支援を行っている。この他、
本学医学部では、入学時および在校生の学費減免制度を設けており、2013 年から 2015
年度の減免者は資料に示すとおりである。さらに愛知県地域枠からの入学者には、その
規程に則り、地域枠学生一人当たり 6 年間で 900 万円の貸与を行っている。
B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
奨学金貸与等により、相当の経済的資源を学生支援に配分している。また、人的資
源も学習指導から個人的支援まできめ細かく配分している。
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C. 現状への対応
学生のカウンセリングと支援については、現在のシステムにより充実した対応がで
きていると考えられる。
D. 改善に向けた計画
学生の経済的支援のために本学の資源を適切に配分していると考えられるが、受給
者の選考が適切に行われているかについては、そのチェック方法を検討していくことが
必要と思われる。
参考資料
418 医学部学友会費決算
419 藤医会医育助成基金決算
420 藤医会学生研修プログラム補助金受領者一覧
421 平成 24～26 年度(2012～2014 年度)父母の会費決算書
カウンセリングと支援に関する守秘を保証しなければならない。（B 4.3.4）
A. 基本的水準に関する情報
学生の個人情報保護に関して、学生便覧に大学の方針を説明している。そのなかで、
個人識別が可能な状態で第三者に情報提供しないことを明記している。
学生相談室については、学生相談室規程において守秘義務について記載している。
B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
守秘義務に関する規程に則って、個人情報の管理、守秘には慎重を期し、電子メー
ルなどを避けて印刷物を直接手渡すなど、適切に取り扱っている。しかし、指導教員等
の学生の個人情報の取り扱いに関する注意事項の周知については、文章化されていない
など、不十分な点がある。
C. 現状への対応
これまでに問題は発生していないが、教職員の学生の個人情報の取り扱いに関して
は、医学部としての統一的な方策を策定しておく必要がある。
D. 改善に向けた計画
医学部では、学生の個人情報について、特に指導教員が成績や個人的問題などを情
報として得る場合があるので、指導教員に対して学生個人情報の取り扱いの注意点をマ
ニュアル化するなどして周知していく。
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参考資料
K14 藤田学園学生相談室規程
K14 藤田学園学生部規程
409 藤田学園学生相談室利用状況(平成 24 年度～平成 26 年度(2012 年度～2014 年度))
K14 藤田保健衛生大学医学部個人情報管理委員会規程
学習上のカウンセリングを提供すべきである。


学生の進歩のモニタリングに基づくカウンセリングが提供されている。（Q 4.3.1）

A. 質的向上のための水準に関する情報
指導教員は個々の学生の出席状況や定期試験の成績等の情報に基づき、定期的に学
生と面談して、成績の推移などをモニタリングしながら相談や指導にあたっている。
B. 質的向上のための水準に関する現状分析と自己評価
モニタリングにより、成績不良などの問題点のある学生については、指導教員の指
導に加えて、学年担任や教務委員長による指導、三者面談などを実施している。このよ
うな対応により、出席不良や成績不良による留年等を防ぎ、学生の成績向上に繋がって
いるケースが少なからずあり、効果をあげていると考えている。
C. 現状への対応
現在の方針で一定の成果はあがっていると思われる。
D. 改善に向けた計画
指導教員・学年担任間で、具体的な対応にかなり違いのある場合もあり、カウンセ
リングやモニタリングの方法などについて、情報交換や研修を行う機会を定期的に設定
していく。
参考資料
410 三者面談開催
422 学生指導用資料(試験成績および出欠状況)
学習上のカウンセリングを提供すべきである。


キャリアガイダンスとプランニングを含んだカウンセリングが提供されている。
（Q 4.3.2）
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A. 質的向上のための水準に関する情報
本学医学部の指導教員制度においては、5 年次から、卒後の研修医の時期まで継続的
に学生のキャリアデザイン等をサポートする目的を重視した、「里親制度」と称するシ
ステムを採用している。これにより、国家試験合格までの学業に留まらず、卒後に係る
問題を含めたカウンセリングが可能となっている。また、臨床研修センターを設置して
おり、学生に対しては、研修制度に関する説明会を実施するなどしている。
B. 質的向上のための水準に関する現状分析と自己評価
キャリアガイダンスとプランニングを含めたカウンセリングが、卒後に亘って行い
やすい「里親制度」の導入は有効であると考えられる。但し、その有効性や実施状況の
検証は十分に行われていない。
C. 現状への対応
一定の成果はあがっていると思われる。
D. 改善に向けた計画
指導教員・学年担任間で、具体的な対応にかなり違いのある場合もあり、カウンセ
リングやモニタリングの方法などについて、情報交換や研修を行う機会を定期的に設定
していく。また、学生および指導教員の、このシステムに対する意見や評価を検証し、
改善していく。
参考資料
K17 卒後の指導も踏まえた新しい指導教員制度(里親制)議事録
423 医学部 M4 ガイダンス資料
424 医学部 M6 ガイダンス資料
425 マッチングシステムの運用
4.4 学生の教育への参画
基本的水準：
医科大学・医学部は
•

カリキュラムの設計、運営、評価や、学生に関連するその他の事項への学生の教
育への関与と適切な参画を保証するための方針を策定して履行しなければなら
ない。
（B 4.4.1）

質的向上のための水準：
医科大学・医学部は
•

学生の活動と学生組織を奨励するべきである。（Q 4.4.1）
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注 釈：
▪

[学生の教育への参画の関与]には、学生自治、カリキュラム委員会や関連教育委
員会への参加および社会的活動や地域での医療活動への参加が含まれる。
（B
2.7.2 を参照）

▪

[学生の活動の奨励]には、学生組織への技術的および経済的支援の提供を検討す
ることも含まれる。

カリキュラムの設計、運営、評価や、学生に関連するその他の事項への学生の教育への
関与と適切な参画を保証するための方針を策定して履行しなければならない。（B 4.4.1）
A. 基本的水準に関する情報
カリキュラムの編成や授業内容の構成などに関して、学生の意見や要望を受け付け、
学生の参画を保証する方策として、各学年において学生学年委員を選出し、カリキュラ
ムや試験日程などについて、学生の意見・要望を学年委員が取り纏め、学年担任や教務
委員長に提出する形式をとっている。また、2016 年度には、学生の参画をより積極的
に進めるため、新たにカリキュラム委員会を設置し、定期的に教員・職員・学生が会合
し、カリキュラム設計・企画に学生が意見を提出している。
さらに PSA 委員会では、学生生活の改善に関する問題も検討している。
B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
これまで、学年委員を中心とした学生と学年担任や医学教育企画室の教員、教務委
員長との話し合いによって、カリキュラムの企画や講義・試験日程の調整が行われてき
ており、学生からの特段の不満は出ていなかった状況である。2016 年度から立ち上げ
られたカリキュラム委員会に学生委員が組織化され、カリキュラムの企画初期から学生
の意見が取り入れられるようになった。
C. 現状への対応
カリキュラム委員会での議論が、実際のカリキュラム運営にどれだけ反映され、学
生の参画が有効に機能しているか、今後検証していく必要がある。
D. 改善に向けた計画
カリキュラム委員会が、学生の参画という観点から有効に機能していることをどの
ように検証し、完全につなげていくか、その方策を検討し、実行していく必要がある。
参考資料
K14 藤田保健衛生大学医学部カリキュラム委員会内規
K17 平成 28 年(2016 年)第一回カリキュラム委員会議事録
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K14 藤田学園 PSA 規程
K14 藤田学園 PSA 規程施行細則(医学部)
426 「平成 27 年度(2015 年度)第一回医学部 PSA 委員会」および「カリキュラム委員
会(仮称)準備会」資料
K17 「平成 27 年度(2015 年度)第一回医学部 PSA 委員会」および「カリキュラム委員
会(仮称)準備会」議事録
427 2016 年度 M5 総合試験出題範囲について(クラス委員からの要望書)
K17 平成 28 年度(2016 年度)第 1 回医学部教授会(拡大)議事録
学生の活動と学生組織を奨励するべきである。（Q 4.4.1）
A. 質的向上のための水準に関する情報
本学医学部の学生が参加する学内の課外活動として主なものは、クラブ・同好会活
動と学友会(自治会)活動となる。クラブ・同好会活動については、その予算配分等を学
友会の学生委員が中心となって、学生間の交渉・調整により決定しているが、実際の経
費の取り扱いなどを医学部学務課で協力している。また、クラブ活動および自治会活動
に関して、学友会会則で定めている、医学部長他を委員とする教職員組織(評議会)が、
学友会内の学生組織である学友会執行委員会の業務・財産の状況や活動内容について、
円滑・妥当な学生活動が執行されるよう支援している。経済的には、父母の会からのク
ラブ活動援助費が支給されている。
B. 質的向上のための水準に関する現状分析と自己評価
学友会組織の活動としては、クラブ・同好会活動への予算配分にほとんど特化して
いるのが現状で、そのことについては財産管理等について、大学の支援が有効に機能し
てきている。その他の自治活動等に関しては、これまで学生からの要望もなく、あまり
奨励されていなかった。
C. 現状への対応
現状よりもより広い学生活動が活発になるよう、旧態依然としていた学友会会則を
2015 年度中に学生との意見交換を行いながら改定し、2016 年度から施行している。こ
れにより今後大学内の生活・学習環境改善への学生の参画や、学生主導の他大学との交
流などが促進されることが期待される。
D. 改善に向けた計画
学友会会則の改定が、学生活動の活性化に繋がっているか、定期的な検証が必要と
なる。
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参考資料
K04 学生便覧
K14 藤田保健衛生大学医学部学友会会則
428 藤田学園ホームページ(クラブ紹介一覧)
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５.

教員
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５. 教員
5.1 募集と選抜方針
基本的水準：
医科大学・医学部は
•

教員の募集と選抜方針を策定して履行しなければならない。


医学と医学以外の教員間のバランス、常勤および非常勤の教員間のバラン
ス、教員と一般職員間のバランスを含め、適切にカリキュラムを実施するた
めに求められる基礎医学、行動科学、社会医学、臨床医学の教員のタイプ、
責任、バランスを概説しなければならない。（B 5.1.1）



教育、研究、診療の資格間のバランスを含め、学術的、教育的、および臨床
的な業績の判定水準を明示しなければならない。
（B 5.1.2）



基礎医学、行動科学、社会医学、臨床医学の教員の責任を明示してモニタリ
ングしなければならない。（B 5.1.3）

質的向上のための水準：
医科大学・医学部は
•

教員の募集および選抜の方針には、以下の水準を考慮すべきである。


その地域に固有の重大な問題を含め、使命との関連性（Q 5.1.1）



経済的配慮（Q 5.1.2）

注 釈：
▪

[教員の募集と選抜方針]には、カリキュラムと関連した学科または科目におい
て、高い能力を備えた基礎医学者、行動科学者、社会医学者、臨床医を十分な人
数で確保し、高い能力を備えた研究者をも十分な人数で配備できる考慮が含まれ
る。

▪

[教員のバランス]には、大学や病院の基礎医学、行動科学、社会医学、臨床医学
において連帯責任を伴う教員と、大学と病院の二重の任命を受けた教員が含まれ
る。

▪

[医学と医学以外の教員間のバランス]とは、医学以外の学識のある教員の資格に
ついて十分に医学的な方面から検討することを意味する。

▪

[業績]は、専門資格、専門の経験、研究発表、教育業績、同僚評価により測定す
る。

▪

[診療の職務]には、医療提供システムにおける臨床的使命のほか、統轄や運営へ
の参画が含まれる。

▪

[その地域に固有の重大な問題]には、学校やカリキュラムに関連した性別、民族
性、宗教、言語、およびその他の項目が含まれる。
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▪

[経済的配慮]とは、教員採用に対する大学の経済的状況や経済的資源の効率的利
用を考慮することを含む。

教員の募集と選抜方針を策定して履行しなければならない。


医学と医学以外の教員間のバランス、常勤および非常勤の教員間のバランス、教員
と一般職員間のバランスを含め、適切にカリキュラムを実施するために求められる
基礎医学、行動科学、社会医学、臨床医学の教員のタイプ、責任、バランスを概説
しなければならない。（B 5.1.1）

A. 基本的水準に関する情報
教員の募集と選抜方針は、規程、内規、細則等に明確に規定・運用されている。
教員数の調査は毎年度行われ、公表している。
基礎医学、社会医学、臨床医学に加えて行動科学・社会科学を担当する必要な教員
数は充分確保されている。
教員のタイプと責任について以下のごとく定められている。
・教授は、学部長の統括下に当該講座の教職員を指導監督し、教育、研究、臨床系
の講座においては診療および当該講座の運営管理にあたる。
・准教授、講師および助教は、講座教授を補佐し、自らも教育、研究および診療に
あたる。なお、准教授または講師は、教授に事故あるときは、これを代行する。
・助手は、講座教授またはその他の指導教員の指導監督の下に教育、研究の業務に
従事し、および臨床系の講座においては診療にあたる。
教養 2.3%、基礎 7.5%、臨床 88.4%、寄附講座(基礎・臨床)1.8%と概ね科目毎のバラ
ンスはとれている。医学以外の教員については、医師のプロフェッショナリズム形成に
重要となる行動科学、社会科学分野の教員についても充分数配置されている。
非常勤教員は全体の 19%(2016 年度)で、主に英語の小グループ教育を担当するネイ
ティブスピーカーの講師である。すぐれた学識を有する医学系及び非医学系の研究者を
非常勤講師として招聘している。
B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
多様な価値基準によるバランスのとれた教員選抜が行われている。ただ、女性活用
が求められている趨勢の中、子育てや介護のために 20 時間や 30 時間の就労時間を短縮
した正規雇用システムを採用し、女性の職場改善を強力に進めてきているが、2016 年
の全体で 23%と 2013 年の 21%と最低の時より微増にとどまっている。特に教授、准教授
での女性の比率が低いことは課題である。
C. 現状への対応
基礎、臨床を問わず女性教員の割合を増やす努力を引き続き行う。
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基礎医学及び臨床系の非常勤の勤務状況把握と学生評価はこれからも取り組むべき
課題である。
D. 改善に向けた計画
女性教員の確保のための支援を進めてきたが、実数増加のため、あらゆる方面に努
力の範囲を広げる。また教授、准教授など役職者にも比率を高めるように努める。

参考資料
K14 藤田保健衛生大学教員選考規程
K14 藤田保健衛生大学教員選考規程に関する内規
K14 藤田保健衛生大学教員選考規程に係る医学部の専門教育教員に関する細則
K14 藤田保健衛生大学教員選考規程に係る医学部の一般教育教員に関する細則
K14 藤田保健衛生大学医学部講座外部門規程
K14 学校法人藤田学園常務会付議規則別表 1 常務会付議事項
K14 学長が教授会等に意見を求める事項に関する裁定
K14 藤田保健衛生大学医学部 教授会規程
K14 藤田保健衛生大学医学部定員外教員に関する細則
K14 藤田保健衛生大学特任教員規程
501 藤田保健衛生大学専任教員数
502 藤田保健衛生大学年齢別専任教員数
503 教員数

男女比 (本文中)

504 アセンブリ班活動 担当教員一覧
K03 平成 28 年度(2016 年度)シラバス
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505 専任教員と非常勤教員の比率
506 非常勤教員数

男女比

507 学校法人藤田学園 行動計画
K14 藤田保健衛生大学医学部臨床系教員育児等週 20・30 時間勤務制度に関する取り扱
い内規
508 藤田女性医師支援ジョイフルサロン活動記録
509 キッズコスモス利用案内
教員の募集と選抜方針を策定して履行しなければならない。


教育、研究、診療の資格間のバランスを含め、学術的、教育的、および臨床的な業
績の判定水準を明示しなければならない。（B 5.1.2）

A. 基本的水準に関する情報
教員の募集と選抜方針の判定水準は、藤田保健衛生大学教員選考規程、教員選考規
程に係る医学部の専門教育教員に関する細則、同一般教育教員に関する細則に明示され
ている。
専門教育教員においては、教育歴または研究歴が教授 10 年以上、准教授 6 年以上、
講師 4 年以上、助教 2 年以上であり、教授、准教授および講師は医学博士の学位または
これと同等とみなされる学位を持つものであり、教育、研究業績および診療実績の総合
評価である。一般教育教員においては、教育歴または研究歴が教授 11 年以上、准教授
7 年以上、講師 5 年以上、助教 4 年以上であり、教授、准教授および講師は博士の学位
またはこれと同等とみなされる学位を持つもの、助教は修士の学位教育またはこれと同
等とみなされる学位を持つものであり、教育と研究業績の総合評価である。
教授の募集と選抜では、学長が求める教授像を通知している。
学校教育法の改定趣旨に沿って学長のガバナンスが発揮でき、教授会や選考委員会
での厳格かつ多方面からの議論を経て学園常務会、理事会の審議を経て決定される。
B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
大学や医学部の方針やビジョンを理解していることが必要である。教育、研究、診
療について、業績書を提出し評価されるが、研究業績以外に判定水準の定量化されたも
のはない。
また、2016 年に臨床、基礎を分けずに共通の活動評価シートを作成し、学術的、教
育的、および臨床的な優位性の判定水準を含めて自主申請にて実施した。
C. 現状への対応
臨床、基礎を分けずに共通の活動評価シートを解析し課題を分析する必要がある。
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D. 改善に向けた計画
2016 年に採用した活動評価シートの適性を評価して、より客観性が担保され、その
上、量的評価のみでなく、質的評価も含めた評価法の開発を検討する必要がある。
参考資料
K14 藤田保健衛生大学教員選考規程
K14 藤田保健衛生大学教員選考規程に係る医学部の専門教育教員に関する細則
K14 藤田保健衛生大学教員選考規程に係る医学部の一般教育教員に関する細則
教員の募集と選抜方針を策定して履行しなければならない。


基礎医学、行動科学、社会医学、臨床医学の教員の責任を明示してモニタリングし
なければならない。（B 5.1.3）

A. 基本的水準に関する情報
カリキュラムのシラバスの内容に沿った講義内容であるか、教え方の良否など学生
による授業評価を講座の責任者と本人にフィードバックをしている。臨床実習も学生に
よる評価を講座の責任者と本人にフィードバックしている。学生による教科全体につい
ての評価も責任者にフィードバックしている。授業に限らず試験監督開始の時間厳守に
ついてのモニタリングを行い責任者にフィードバックしている。それら全体を医学部長
が把握している。
B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
評価の平均点の資料を医学部長、各講座、部署の責任者および教員本人にフィード
バックしてモニタリングをしている。また学生の授業の評価だけでなく、2016 年度か
ら臨床、基礎を分けずに共通の活動評価シートを作成し、自主評価を実施している。
C. 現状への対応
講座に限られない複数科で行う教科のモニタリングは学生から明示できても教員の
責任に関する評価、指導が難しい。行動科学、社会科学の教員の責任を明示してモニタ
リングが課題である。
また、2016 年に臨床、基礎を分けずに共通の活動評価シートで実施した課題(教員の
責任が明示されていない中、モニタリングの判定水準)を解析する必要がある。
D. 改善に向けた計画
カリキュラム全体の中で授業内容の順序立てや教員個人が全体の中での役割を理解
して教育ができるようになるシステムの構築を検討する。教員の責任に関する評価・指
導が適切にモニタリングおよび明示できるシステムを確立する方策を検討する。
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参考資料
510 「講義に関する学生評価」アンケート集計結果
511 「科目全体の講義企画に対する学生評価」アンケート集計結果
512 アンケート集計結果(講義)、(科目)とフィードバック通知
513 学生による臨床実習の評価
514 活動実績評価シート
K17 教授会議事録(2016.4.28) 教員評価に関する
515 教員評価に関する打ち合わせ資料(2016.5.30)
教員の募集および選抜の方針には、以下の水準を考慮すべきである。


その地域に固有の重大な問題を含め、使命との関連性（Q 5.1.1）

A. 質的向上のための水準に関する情報
学校教育法の改定に従った教員の募集および選抜の方針の見直しを 2015 年度に行っ
た。その改定趣旨に沿って学長のガバナンスが発揮でき、教授会や選考委員会での厳格
かつ多方面からの議論を経て学園常務会、理事会の審議を経て決定される。地域の固有
の重大な問題を考慮した人間像を学長が示したうえで募集を行っている。例として、地
域に根ざした医療・介護・福祉のネットワークを確立し、予防から医療・ケアまで様々
な医療・福祉を提供するという藤田学園ビジョンの下、地域の高齢社会に対応するため
認知症・高齢診療科を開設した。この時、学長から提示された求める教授像は、①臨床
能力が高く、認知症患者の診療に対し十分な実績があること、②認知症に関する十分な
研究業績があり、研究指導が出来ること、③大学における卒前教育、卒後教育に情熱を
もって携われること、④我が国の高齢者医療の発展に貢献できる人材であることである。
この方針に従い選抜を行った。
B. 質的向上のための水準に関する現状分析と自己評価
選抜の方針には、藤田学園のビジョンに関連し、地域の重大な問題を含め、学長か
ら求める教授像として、選抜方針が提示されている。
C. 現状への対応
地域の重大な問題と本学の使命との関連の中で、教員の募集および選抜方針が示さ
れており、今後も継続していく。
D. 改善に向けた計画
今後も地域の問題に着目し、地域に根ざした医療・介護・福祉のネットワークを確
立し、予防から医療・ケアまで様々な医療・福祉を提供するという使命のもと、教員の
募集・選抜を行うことを継続する必要がある。

129

参考資料
K14 藤田保健衛生大学教員選考規程に関する内規
516 教員人事 選考フロー図
K17 教授会議事録の一例(2016.1.28)
517 講座教授選考まとめ
教員の募集および選抜の方針には、以下の水準を考慮すべきである。


経済的配慮（Q 5.1.2）

A. 質的向上のための水準に関する情報
教養・基礎医学分野においては非常勤教員が、臨床医学分野においては非常勤教員
に加えて寄附講座の教員が教育を担っている。
研究費については、講座や部門に対しては講座研究費(基礎・臨床講座)や学科目研
究費(教養科目)が、個人に対しては研究助成費が配分されている。また、研究のスター
トアップに必要とされる費用については、充実費として学内予算から配分されている。
例えば、学外からの新規採用、講座内における教授への昇進、学内で新しいポストが設
置された場合には予算が配分される。なお、研究室の光熱費・水道代金など施設の利用
に掛かる費用は学園が負担している。
B. 質的向上のための水準に関する現状分析と自己評価
研究のスタートアップ費用については使用期限を 2 年間として余裕を持たせてある。
また、講座研究費(基礎系・臨床系講座)、学科目教員研究費(教養系)は研究費規程に従
って配分されている。これ以外にも、個人や学内の研究グループに対する研究助成費制
度においては、科研費のように研究課題・目的・方法・執筆された論文や著作物等が記
載された申請書を審査した上で、予算を配分している。
C. 現状への対応
非常勤講師および寄附講座の教員が有効に活用されているが、教育の水準を維持し
て更に向上させるためには、カリキュラムやコンピテンス・コンピテンシーを教員に浸
透させる必要がある。
研究費の配分は公平に行われている。研究助成費の配分額については申請年により
配分額が異なるが、これは厳正な評価が行われているためである。一方、申請者に研究
の適正化を求めるためには、評価結果を申請者にフィードバックする等を検討すること
が望まれる。
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D. 改善に向けた計画
研究予算に関しては、学内予算に限度があるため外部資金をさらに獲得するため方
策を検討する。また、教育に関する予算については、予算を有効利用するために各教員
間・各講座間での情報共有が促進されるための方略を検討する。
参考資料
518 医学部教員一覧(電話帳)
K14 藤田保健衛生大学寄附講座及び寄附研究部門規程、規程細則
K14 藤田保健衛生大学共同研究講座規程、規程細則
K14 藤田保健衛生大学教員研究費規程、規程細則
519 藤田学園 教員研究助成費の使用開始について(通知)
520 講座・講座外部門・学科目研究費一覧
521 教員研究助成費計画調書一覧
522 講座充実費交付額一覧
5.2 教員の活動と能力開発に関する方針
基本的水準：
医科大学・医学部は
•

教員の活動と教育に関する方針を策定して履行しなければならない。


教育、研究、臨床の職務間のバランスを考慮に入れなければならない。（B
5.2.1）



教育、
研究、
診療を中心とした活動実績を認知しなければならない。
（B 5.2.2）



臨床と研究の活動が教育と学習に確実に活用されなければならない。（B
5.2.3）



個々の教員はカリキュラム全体を十分に理解しなければならない。
（B 5.2.4）



教員の研修、教育、支援、評価を含む。（B 5.2.5）

質的向上のための水準：
医科大学・医学部は
•

カリキュラムの構成に関連して教員と学生の比率を考慮すべきである。（Q
5.2.1）

•

教員の昇進の方針を策定して履行する。（Q 5.2.2）

注 釈：
▪

[教育、研究、臨床の職務間のバランス]には、各職務に専念する期間の提供が含
まれており、医科大学・医学部の要請と教員の専門性を考慮するものである。

▪

[学問上の活動の功績の認定]は、昇進や報酬を通して行われる。
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▪

[全体的なカリキュラムの十分な知識を確保する]には、協力と統合を促進する目
的で、他学科および他科目の領域の教育/学習方法や全体的なカリキュラム内容
についての知識を含める。

▪

[教員の研修、支援、教育]は、全教員が対象とされ、新規採用教員だけではなく、
病院やクリニックに勤務する教員も含まれる。

教員の活動と教育に関する方針を策定して履行しなければならない。


教育、研究、臨床の職務間のバランスを考慮に入れなければならない。（B 5.2.1）

A. 基本的水準に関する情報
授業、研究、臨床の職務間のバランスについては講座や部門で状況や軽重に差があ
り、また臨床、基礎の間で異なるので教員個別の判断で方針から外れない範囲で余裕を
持つように行っている。
B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
教員が教育(授業)、研究、臨床の比重を自主的に設定し、バランスに余裕を持たせ
るように裁量権を認めた。2016 年度から臨床、基礎を分けずに共通の活動評価シート
を作成し、自主評価を実施した。
C. 現状への対応
教育の方針を周知して各教員がバランスに配慮した上で余裕が持てるように啓発す
ることが課題である。2016 年度から活動評価シートで実施した課題(授業、研究、臨床
の職務間のバランス)を解析する必要がある。
D. 改善に向けた計画
各講座・部署の人員によってバランスが保てるところと保てないところがあるので、
この問題を解決するには陣容を整える必要がある。また、その評価のバランスを均等化
する検討が必要である。
参考資料
514 活動実績評価シート
K17 教授会議事録(2016.4.28) 教員評価に関する
515 教員評価に関する打ち合わせ資料(2016.5.30)
教員の活動と教育に関する方針を策定して履行しなければならない。


教育、研究、診療を中心とした活動実績を認知しなければならない。（B 5.2.2）
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A. 基本的水準に関する情報
個人的評価として教育、研究、診療についての業績が反映されている。これらの活
動実績が優秀な場合、しかるべき部署より昇進の材料として推薦され、最終的には学園
常務会あるいは理事会で決定される。また一部の教員(臨床系)では部局長、院長による
教育、臨床、研究でそれぞれ評価され報酬に反映されている。
B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
従来の教育、研究、診療についての個人評価と別に、2016 年度から新たに活動評価
シートを作成し、授業、研究、診療管理・運営、社会貢献を適切な配分で総合的に活動
実績を認知するための調査を実施した。
C. 現状への対応
2016 年度から臨床、基礎を分けずに共通の活動評価シートで実施した課題(活動実績
の認知)を解析する必要がある。この評価法の適否について議論する。
D. 改善に向けた計画
教員個人の適切な活動実績の策定とデータを総合的に活用する方略を検討する。
参考資料
K17 教授会議事録の一例(2016.1.28)
523 教員人事選考

常務会・理事会 資料

514 活動実績評価シート
教員の活動と教育に関する方針を策定して履行しなければならない。


臨床と研究の活動が教育と学習に確実に活用されなければならない。（B 5.2.3）

A. 基本的水準に関する情報
本学では、参加型臨床実習(クリニカル・クラークシップ)が導入されている。参加
型臨床実習では学生が Student Doctor として臨床活動に参加するため、診療活動自体
が学生教育の場となっている。参加型臨床実習の内容についてコンピテンス・コンピテ
ンシーをどのように達成するかは、各科の臨床実習を担当する責任者が中心となり計画
を策定している。また、臨床実習運営委員会が設置されており、各科の臨床実習担当責
任者が集まり実習全体の調整を行っている。研究については、1、2 年の基礎体験実習
制度、サマースチューデント制度があり、少数の学生ではあるが基礎医学系の研究室に
おいて研究活動に参加している。また、各研究室・各教員は個別に門戸を開いており、
これらの制度を通さず研究活動に参加している学生もいる。
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B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
本学では参加型臨床実習が導入されて間もないため、修正や改善が必要とされる。
学生の研究については、1、2 年の基礎体験実習制度、サマースチューデント制度があ
るものの参加する学生が少ない。
C. 現状への対応
臨床実習運営委員会においてこれまでの問題点を集めた上で、これを改良するため
の新しい取り組みや実習のスケジュール等について検討する。
D. 改善に向けた計画
学内の臨床活動をより効果的に教育に反映させる方略を検討する。研究に関しては、
研究の活動をより多くの学生の教育に反映させることが出来る方略を検討する。臨床や
研究に関わる倫理教育の充実を図る。
参考資料
K17 臨床実習運営委員会

議事録(平成 27 年度(2015 年度)

第 1～5 回)

524 1・2 学年 基礎教室体験実習について
525 病理学 堤教授の研究室からの学生の学会発表
教員の活動と教育に関する方針を策定して履行しなければならない。


個々の教員はカリキュラム全体を十分に理解しなければならない。（B 5.2.4）

A. 基本的水準に関する情報
医学教育企画室が 2000 年に設立され、当初はカリキュラムプランニングに関する FD
を行っていた。グループディスカッションを主体とする FD に多数の教員を参加させる
ことが困難であるため、シラバス作成で中心となっている教授・准教授の参加を優先さ
せた。この結果、教授・准教授に関しては多くの教員が本学のカリキュラムを理解して
いる。一方、カリキュラムプランニングの WS の開催は 2004 年までであり、これ以降に
本学に赴任した教授・准教授はカリキュラムプランニング WS を受講していない。新た
に採用された他大学出身の教員は採用のための選考委員会において、一般的なカリキュ
ラムの構成について十分な知識を有するものと判断されている。
近年その重要性が指摘されているコンピテンス・コンピテンシーについては、2014
年 WS を開催して本学独自のものを作成した。
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B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
全教員に対して、カリキュラムの理解を深める FD 等の取り組みを行っていない。ま
た、コンピテンス・コンピテンシーおよびカリキュラムの理解については FD を開催し
たが、参加したのは一部の教員であり、全教員の理解が進んでいないことが予想される。
C. 現状への対応
カリキュラムマップの作成や可視化を進めていく。また、多くの教員が参加できる
講義形式の研修会の開催をするなど、全教員に対するカリキュラムの理解を促進させる
ための取り組みを検討する。
D. 改善に向けた計画
アウトカム基盤型教育の導入に伴い、コンピテンス・コンピテンシーを担保するこ
とができる評価方法の確立を検討する。また、コンピテンス・コンピテンシーとカリキ
ュラムの関係性が理解できるような仕組みを検討する。セミナー等は受け身の要素が強
いので、教員自らがシラバスを読み込み教育内容が学生の到達すべきコンピテンシーの
どの部分に対応するかについて深く理解することを促す。
参考資料
526 藤田保健衛生大学医学部 医学教育ワークショップ
221 医学部卒業コンピテンス・コンピテンシー2016 改定版
K19 カリキュラム・ポリシー
教員の活動と教育に関する方針を策定して履行しなければならない。


教員の研修、教育、支援、評価を含む。（B 5.2.5）

A. 基本的水準に関する情報
医学教育企画室による FD が年間に 3 回程度開催されている。当初はカリキュラムプ
ランニングが行われていたが、近年は国際化に伴った医学教育環境の変化に対応するた
めの「プロフェッショナリズム教育」「学生評価」の FD だけでなく、「PBL テューター
トレーニング」
「客観試験の問題作成」に関する FD も行われている。また、2011 年に
は医学情報教育推進室が設立され、FD を企画・開催するかたわら図書館ビジュアルセ
ンターと連携して教育の IT 化が推進されている。これらの FD への参加は教員がステッ
プアップする際の必要条件とされている。
臨床研修センターでは、上級医・指導医対象の講習会を年数回行っている。また、
病院では教職員向けの種々の研修会が開催されており、医学部教員・研修医も対象とな
っている。その内容は「倫理」
「個人情報」「医療安全」「感染対策」等が含まれ、病院
で実習を行う医学部学生の指導においても重要な事項である。この研修会への参加は職
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員証を用いて参加者氏名を確認して、ポイント制にしている。教員の教育スキルの向上
が期待されている。
学生の評価によるベストティーチャー賞が毎年行われ、受賞者は学長から表彰をさ
れている。
B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
FD は数 100 名いる教員の中で主に教授・准教授・講師を対象に実施されているが、
教授の参加が少ないのも事実である。また、公募により他学から着任した教授・准教授
の中には、本学が求める教育やカリキュラムが十分に理解できていない教員がいる可能
性もある。また、FD や研修会への参加が、教育に関してのスキルアップに繋がったか
についての客観的な評価がされていない。
C. 現状への対応
少人数で行われるグループワーク形式での FD には多くの教員が参加できないが、深
い理解と実効性を担保したいとの考えのもとにグループワーク形式での FD が行われて
いる。一方、日本を取り巻く医学教育環境の変化を大まかに理解するためには、講演会
を利用する方策もある。また、教育において中心的な役割を果たすことができる教員を
増やすことも重要な課題であり、これまで通りグループワーク形式で行う FD について
も継続して行うことが必要である。
D. 改善に向けた計画
これまでの FD や研修会は、医学教育企画室、医学情報教育推進室、臨床研修センタ
ー等に所属する教職員が主体となって行ってきた。しかし、これらの組織の教職員の多
くが兼務職であり、人的資源の点から FD や研修会をこれ以上増やすことが困難である。
そこで、FD に参加経験がある教員が中心となり、各講座や各部署において教員を支援
する仕組みを検討する。
このような取り組みを促進させるためには、教育に対する正当な評価が行われなけ
ればならない。FD への参加だけでなく、参加により得られた知識を教育現場で利用し
ている点を評価する。
参考資料
527 藤田保健衛生大学 医学・医療教育ワークショップ
K14 藤田保健衛生大学医学部医学教育企画室規程
528 医学教育ワークショップ開催状況
K14 藤田保健衛生大学医学部 医学情報教育推進室規程
K14 藤田学園医学・保健衛生学図書館規程、図書館管理規程、図書館利用規程
K14 藤田学園医学・保健衛生学図書館ビジュアルセンター規程
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529 医学情報教育推進室

ワークショップ開催一覧

530 臨床研修センター主催

上級医・指導医対象の講習会

K14 藤田保健衛生大学病院臨床研修センター運営規程
K14 藤田保健衛生大学病院教育研修部運営規程
K14 藤田保健衛生大学研究支援推進センター規程
531 第 1 教育病院

院内研修会一覧、医療安全に関する院内研修一覧、感染対策に関

する院内研修一覧、保険診療講習会

開催状況、防災関係訓練一覧

532 teacher of the year 賞 候補者アンケート結果
533 講義評価アンケート用紙
534 広報誌「teacher of the year 賞」受賞掲載記事
カリキュラムの構成に関連して教員と学生の比率を考慮すべきである。（Q 5.2.1）
A. 質的向上のための水準に関する情報
授業の形態には、全体講義、スモールグループ学習、実習等があり、それぞれの教
育手法にあった学生人数とそれに対する教員を配置している。この運用には大講義室の
他、生涯教育研修センター13 階の演習室、8 階、9 階の中教室等を利用している。
読書ゼミナールおよび Human Biology：8～10 人に 1 人の教員； 英語：8～10 人に
1 人の教員； PBL：各グループ 7～8 人で、2 グループにテュータ教員 1 人(計 8 人)、
統括テュータ教員 2 人； クリニカル・クラークシップ：各グループ 8～10 人に対して
教員 1 人であり、学生と教員の比率を配慮している。
B. 質的向上のための水準に関する現状分析と自己評価
講義、実習、PBL、SGL、演習等については適正な人数を配置するように努力してい
る。Human Biology(SGL)においては一部の班の指導教員に 1 名の新人教員を加え、2 名
で指導を行うことにして、将来を見据えた新人教員の教育を行っている。また、英語に
おいては、Native speaker の非常勤講師を積極的に活用している。臨床実習における
学生の教育は臨床実習運営委員会が主導して、学生の指導が十分になされるように配慮
されている。
C. 現状への対応
PBL は本学独自の藤田式 PBL を考案して適切な人員を配置している。一方、読書ゼミ
ナールや Human Biology 等の SGL においては適切な人員配置が行われているものの、各
担当教員間の意思疎通という点で改良する。
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D. 改善に向けた計画
新カリキュラムの進行に伴い、講義、実習、PBL、SGL、演習等における教員と学生
の比率を再確認したうえで、適正配置を検討する。
参考資料
K03 平成 28 年度(2016 年度)シラバス
535 医学教育掲載論文 テュータをモニター室から支援する「藤田式 PBL」の確立
K10 在学学生数(2012～2016 年度)
536 教員と学生の比率の推移(過去 5 年間)
K03 平成 28 年度(2016 年度)基本的診療技能Ⅱシラバス
537 学会発表の抄録：コーチングによる医師の能力変化
K17 臨床実習運営委員会 議事録(平成 27 年度(2015 年度) 第 1 回～5 回)
教員の昇進の方針を策定して履行する。（Q 5.2.2）
A. 質的向上のための水準に関する情報
学校教育法の改定に従った教員の昇進の方針の見直しを 2015 年度に行った。その改
定主旨に沿って学長のガバナンスが発揮でき、教授会や選考委員会での厳格かつ多方面
からの議論を経て学園常務会、理事会の審議を経て決定される。その方法は、講座教授、
診療教授、病院教授、准教授(定員外を含む)、講師、定員外講師、客員教員によってそ
れぞれ異なる。特に講座教授、臨床教授は学園の置かれた状況下、その領域の固有の重
大な問題を考慮した人間像を学長が示したうえで昇進の審議を行っている。
B. 質的向上のための水準に関する現状分析と自己評価
教員の採用および昇進については、講座教授、診療教授、病院教授、准教授(定員外
を含む)、講師、定員外講師、助手、助教の採用および昇進の規約に従って、選考委員
会、教授会、常務会、理事会の協議によって決定される。それぞれ十分な資料に従って
協議され決定されているため評価者はその方針を熟知している。しかし、評価される教
員の方に、その方針や評価法が十分周知されているか不明瞭である。
C. 現状への対応
評価される教員に対し、その方針や評価法を十分周知する方策を検討する。
D. 改善に向けた計画
教育理念や教育目標を踏まえて、教員の能力を反映する昇進の方針・基準を策定す
る。また、昇進の判定が適切に履行されているか検証する方略を検討する。さらに、昇
進の方針・基準自体のモニタリングをする。
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参考資料
516 教員人事 選考フロー図
K14 学校法人藤田学園常務会運営規則、付議規則
K14 学校法人藤田学園理事会付議規則
K14 藤田保健衛生大学医学部教授会規程
K14 藤田保健衛生大学教員選考規程
K14 藤田保健衛生大学教員選考規程に関する内規
K14 藤田保健衛生大学教員選考規程に係る医学部の専門教育教員に関する細則
K14 藤田保健衛生大学教員選考規程に係る医学部の一般教育教員に関する細則
K19 カリキュラム・ポリシー
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６.

教育資源
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6. 教育資源
6.1 施設・設備
基本的水準：
医科大学・医学部は
•

教職員と学生のために十分な施設・設備を整えて、カリキュラムが適切に実施さ
れることを保証しなければならない。（B 6.1.1）

•

教職員、学生、患者とその介護者にとって安全な学習環境を確保しなければなら
ない。
（B 6.1.2）

質的向上のための水準：
医科大学・医学部は
•

教育実践の発展に合わせて施設・設備を定期的に更新、修繕または拡張すること
で、学習環境を改善すべきである。
（Q 6.1.1）

注 釈：
▪

[施設・設備]には、講堂、教室、グループ学習およびチュートリアル室、教育お
よび研究用実習室、臨床技能訓練室、事務室、図書室、IT 施設のほか、十分な
学習スペース、ラウンジ、交通機関、ケータリング、学生住宅、臨時宿泊所、個
人用ロッカー、スポーツ施設、レクリエーション施設などの学生用施設が含まれ
る。

▪

[安全な学習環境]には、必要な情報の提供と有害物質、試料、有機物質からの保
護、検査室の安全規則と安全設備が含まれる。

教職員と学生のために十分な施設・設備を整えて、カリキュラムが適切に実施されるこ
とを保証しなければならない。（B 6.1.1）
A. 基本的水準に関する情報
教育施設としては、生涯教育研修センター1 号館が中心である。同館は 1・2 階(独
創一理記念館)と 4・5 階(藤田学園法人本部)以外を医学部が使用し、3 階に事務部、6
～11 階に講義室(大講義室 5 室、中講義室 5 室)・多目的学習室 2 室・学生ホール・自
習室 18 室、12 階に IT(Information Technology)関連学習用のコンピュータ学習室、13
階に少人数学習用の SGL(Small Group Learning) 室 16 室、14 階に臨床技能学習用の
スキルスラボ、および、屋外にウッドデッキを有している。6～11 階の講義室に視聴覚
機器および液晶プロジェクターが設置され、男女別の個人用ロッカー室が完備されてい
る。同館に隣接する医学部 1 号館には基礎医学実習室 3 室、図書館、500 人ホール(講
堂)がある。藤田保健衛生大学病院(主な臨床実習施設)は 1,435 の病床とともに、低侵
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襲画像診断・治療センター(放射線棟)、ダヴィンチ低侵襲トレーニングセンターなどの
高度医療・訓練施設を有している。同キャンパス内に 2000 人ホール(大講堂)、アセン
ブリホール(体育館)、グラウンド、学生食堂、一般食堂(学生利用可)、コンビニエンス
ストア、コーヒーショップ、書店、学生駐車場がある。学生寮はないが、近隣に多くの
学生向け住宅がある。
施設・設備に関して、学生は指導教員、学年担任とカリキュラム委員会(教務関係)
や Professors Students Association(PSA)委員会(日常生活・福利厚生関係)を通して、
教員は M1-2 教育運営委員会、M3-4 教育運営委員会、教養・基礎医学実習運営委員会、
臨床実習運営委員会、カリキュラム委員会、PSA 委員会、教務学生指導合同委員会、さ
らには教授会を通して要望する機会がある。また、医学部 IR 部門が「平成 27 年度(2015
年度) 医学部 学生生活・学修実態調査」を行い、その中で施設・設備に関する学生の
要望を調べている。
B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
カリキュラムの実施に関して、現状では施設・設備が十分に整備されている。少人
数、IT 関連、臨床技能の学習に対応する施設・設備の整備面、および、学生の自己学
習の推進に対応する施設・設備とその運用面(自習室の利用拡大、講義室の開放)が評価
される。学生と教員の要望を通して、施設・設備の改善を継続していくことが重要であ
る。
C. 現状への対応
施設・設備に関して、カリキュラム委員会および PSA 委員会で、学生と教員からの
要望の収集・分析・検討の状況を点検・評価するとともに、
「平成 27 年度(2015 年度) 医
学部 学生生活・学修実態調査」の結果を分析する。
D. 改善に向けた計画
施設・設備の改善に向けて、学生と教員からの要望の収集・分析・検討の活性化を
図るとともに、改善に向けて必要な措置を講ずる。学生生活・学修実態調査は毎年実施
する予定である。
参考資料
K21 医学部教育施設見取り図
601 各教室設備(レノンシステム等含む)
602 第一教育病院の概要
603 低侵襲画像診断・治療センター、ICU 他概要
604 自習室の概要
605 食堂など
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K07 教務関係委員会の組織図
K14 藤田学園 PSA 規程
606 学生生活・学修実態調査アンケート
K03 平成 28 年度(2016 年度)シラバス
教職員、学生、患者とその介護者にとって安全な学習環境を確保しなければならない。
（B 6.1.2）
A. 基本的水準に関する情報
生涯教育研修センター1 号館(2007 年 9 月竣工)は耐震構造を有し、医学部 1 号館は
耐震補強工事を完了し、また、藤田保健衛生大学病院は基幹災害拠点病院である。豊明
キャンパスと医学部の防災対策委員会が防災計画を立案し、防災の設備と機器を定期点
検している。学生向けの食料と水を備蓄し、防災ハンドブックを全学生に配布し、防災
訓練を行っている。学生は全員が傷害保険に加入している。学生への情報提供(台風や
感染症による休講を含む)には携帯メールや学生・教職員用ホームページを利用してい
る。基礎医学実験室が改装され、解剖実習室のホルマリン対策が実施され、また、病原
体と化学物質が適切に管理されている。学生と教職員の健康管理は健康管理室が担当し、
学生の診療受診体制と手順、学生の針刺し・切創などの実習中の感染事故対策が定めら
れている。講義や実習が実施される生涯教育研修棟 1 号館、医学部 1 号館には警備員が
常駐し、深夜 12 時から早朝 5 時までは施錠される。教育病院においては Student doctor
による診療行為に対して包括同意、個別同意が全患者に対して第一に確認されており、
電子カルテのトップページに当該患者の同意状況が示されている。
B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
安全な学習環境に関して、現状では施設・設備の整備に精力的に努めており、一方、
さらなる改善を目指す必要がある。
C. 現状への対応
安全な学習環境に関して、防災対策委員会および教養・基礎医学実習運営委員会、
臨床実習運営委員会とカリキュラム委員会で、施設・設備の点検・評価を行う。
D. 改善に向けた計画
安全な学習環境の改善に向けて、関連する委員会で点検・評価を進めるとともに、
必要な措置を講ずる。
参考資料
607 校舎の耐震状況
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K04 学生の針刺し・切創など実習中の感染事故対策(学生便覧 72 ページ)
608 学生の総合補償保険
609 防災に関する資料
610 解剖学実習室内ホルマリン対策
611 警備員の写真、電子カルテ画面(SD 同意)
教育実践の発展に合わせて施設・設備を定期的に更新、修繕または拡張することで、学
習環境を改善すべきである。（Q 6.1.1）
A. 質的向上のための水準に関する情報
「本学の教育研究を遂行するうえで必要にして十分な広さの校地・校舎を整備する
とともに、本学の理念・目的を実現するために適切な施設・設備を整備して学生の学習
および教員の教育研究等環境を整える」を基本方針として、施設・設備の整備工事を計
画、実施してきた。現在、
「リサーチマインドの涵養」、
「グローバル化」
、
「医療、介護、
最先端医療、地域医療を担う新医療人」を基軸として、教育改革を進めている。施設・
設備については、定期的な更新・修繕に加えて、その教育改革に対応した拡張を目指し
ている。
B. 質的向上のための水準に関する現状分析と自己評価
施設・設備の拡張に向けた課題については、教育改革に伴う教育実践の課題ととも
に、明確化・具体化を図る必要がある。現在、カリキュラム委員会を中心として検討し
ている段階であり、施設・設備の拡張に向けた課題が明確化・具体化されていない。一
方、課題が明確化・具体化されれば、施設・設備の拡張に向けた実行計画が検討できる。
C. 現状への対応
カリキュラム委員会で、教育実践の課題とともに、施設・設備の拡張に向けた課題
を明確化・具体化する。
D. 改善に向けた計画
施設・設備の拡張に向けて、医学部と全学が協議して短期的および中長期的な実行
計画を立案し、必要な措置を講ずる。
参考資料
K03 平成 28 年度(2016 年度)シラバス
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6.2 臨床トレーニングの資源
基本的水準：
医科大学・医学部は
•

学生に十分な臨床的経験を与えるため、以下について必要な資源を確保しなけれ
ばならない。


患者の数とカテゴリー（B 6.2.1）



臨床トレーニング施設（B 6.2.2）



学生の臨床実習の監督（B 6.2.3）

質的向上のための水準：
医科大学・医学部は
•

学習者の要請を満たすため、臨床トレーニング用施設を評価、整備、改善すべき
である。
（Q 6.2.1）

注 釈：
▪

[臨床トレーニング施設]には、臨床技能研修室に加えて病院（第一次、第二次、
第三次医療が適切に経験できる）、外来（プライマリケアを含む）
、クリニック、
初期診療施設、健康管理センター、およびその他の地域保健に関わる施設などが
含まれ、これらの施設での実習と全ての主要な診療科のローテーション実習とを
組合せることで系統的な臨床トレーニングが可能になる。

▪

[臨床トレーニング施設の評価]には、診療現場、設備、患者の人数および疾患の
種類のほか、保健業務、監督、管理などの点からみた臨床実習プログラムの適切
性ならびに質が含まれる。

日本版注釈：
▪

[患者のカテゴリー]は経験すべき疾患・症候・病態（医学教育モデル・コア・カ
リキュラム-教育内容ガイドライン-、平成 22 年度改訂版に収載されている）に
ついての性差、年齢分布、急性・慢性、臓器別頻度等が相当する。

学生に十分な臨床的経験を与えるため、以下について必要な資源を確保しなければなら
ない。


患者の数とカテゴリー（B 6.2.1）

A. 基本的水準に関する情報
臨床トレーニングにおいて、臨床実習は藤田保健衛生大学病院が中心である。同病
院は病床数が 1,435 床、1 日平均入院患者数が 1,241 人と 1 日平均外来患者数が 2,156
人である。Diagnosis Procedure Combination(DPC)対象大学病院の中で、患者の数は最
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も多く、主要疾患群分類(Major Diagnostic Categories: MCD)別の偏りが小さい。多く
の診療科・センターが多種多様な患者の診療を行い、先進医療から緩和ケアまで提供し
ている。救命救急センターは 24 時間体制で、軽症から重症までのあらゆる疾患の患者
(年間約 25,000 人)を受け入れている。それ以外に、藤田保健衛生大学坂文種報德會病
院、藤田保健衛生大学七栗記念病院とともに、学外の病院・診療所で慢性期疾患の臨床
実習(地域医療を含む)を実施している。
B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
藤田保健衛生大学病院は第一次、第二次、第三次医療を担っており、急性期疾患の
患者の数とカテゴリーは十分に確保されている。一方、慢性期疾患の患者数とカテゴリ
ーの確保の十分さは明確でない。
C. 現状への対応
学生が経験する患者数とカテゴリーを点検し、必要な措置を講ずる。学生の慢性期
疾患患者の経験を充実させるため、学外の病院・診療所での臨床実習における期間の延
長と対象施設の増加を検討する。
D. 改善に向けた計画
2017 年度の臨床実習に向けて、臨床実習運営委員会を中心に検討する。
参考資料
602 第一教育病院の概要
612 第一教育病院 DPC ランキング
613 坂文種報德会病院の概要
614 七栗記念病院の概要
615 MDC 別ランキング
学生に十分な臨床的経験を与えるため、以下について必要な資源を確保しなければなら
ない。


臨床トレーニング施設（B 6.2.2）

A. 基本的水準に関する情報
臨床トレーニング施設としてスキルスラボを有している。スキルスラボは生涯教育
研修センター1 号館 14 階の全フロア(約 1000 ㎡)で、タスクトレーニング室、スキルシ
ミュレーション室、カンファレンス室からなり、多数の臨床トレーニング機器を有して
いる。年間延べ 13,000 人(約半数が医学部学生)が利用している。使用可能時間は 6:00
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～24:00 である。実際に患者さんへ手技を行う直前に、シミュレーターでの on site ト
レーニングも可能である。
臨床実習の施設として、藤田保健衛生大学病院、藤田保健衛生大学坂文種報德會病
院、七栗記念病院と学外の病院・診療所である。それ以外の関連施設として、臨床実習
中の学生用に自己学習のための学習室(20 室)、および、ER 実習が遅い時刻に終了し、
帰宅困難な学生用に ER 実習用宿舎(男女別)がある。

３D
３C
３B
３A

４
現在地

備品検索機

２D
２C
２B
２A
１E １D １C １B １A
１A：カーテン
タオル類
１B：看護部備品
１C：救命救急処置
基本的診療
１D：採血検査備品
１E：外科備品

２A：基本的診療
２B：頭頸部診察
腹部診察
２C：救命救急処置
２D：産婦人科診察

３A：気道管理
３B：外科備品
３C：救命救急処置
３D：備品ケース
４：救命救急処置

生涯教育研修センター1号館14階

B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
臨床トレーニング施設として、スキルスラボは十分な規模と充実した設備・機器を
有すると評価している。臨床実習の施設として、慢性期疾患の医療面とともに、在宅医
療、健康管理、地域保健の面が十分に評価されていない。
C. 現状への対応
臨床実習の施設として、慢性期疾患の医療面を点検・評価するとともに、学外の病
院・診療所での臨床実習状況を分析し、必要な措置を講ずる。
D. 改善に向けた計画
2017 年度の臨床実習において、現在の学外病院・診療所との協力体制強化および在
宅医療、健康管理センターと地域保健に係る施設の拡充に向けて、臨床実習運営委員会
を中心に検討する。
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参考資料
616 スキルスラボ見取図

(本文中)

617 スキルスラボの利用状況

(一部本文中)

618 参加型臨床実習充実に向けての対応
K03 平成 27～28 年度(2015～2016 年度)シラバス M4・M5 ER 実習
K03 平成 27～28 年度(2015～2016 年度)シラバス M4・M5 臨床実習
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学生に十分な臨床的経験を与えるため、以下について必要な資源を確保しなければなら
ない。


学生の臨床実習の監督（B 6.2.3）

A. 基本的水準に関する情報
臨床実習の診療科では、担当責任者と担当教員が選任され、臨床実習中には学生の
毎日のスケジュールと担当教員が定められている。また、それとは別に学生の実習班毎
に教員が指導係を務め、メンターとして配置されている。ポートフォリオをさらに活用
した臨床実習とするため、指導係を対象とした FD を開催した。
B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
臨床実習の監督について、体制はある程度整備されているが、診療科や指導係の人
数、体制が異なるため、一定でないと考えられる。
C. 現状への対応
臨床実習運営委員会において、各診療科の臨床実習担当者を委員に含め、臨床実習
の実施(シラバス作成、学生の指導を含む)に関して実務面の検討を行う。
D. 改善に向けた計画
臨床実習運営委員会の定期的な開催により、臨床実習の診療科間の連携を密にする。
また、ポートフォリオの更なる活用を促す仕組みづくりを行う。
参考資料
528 医学教育ワークショップ開催状況
620 臨床実習運営委員会メンバー表
K17 平成 27 年度第 1 回臨床実習運営委員会議事録
621 臨床各科の実習担当者一覧、セミナー等
622 8 月 6 日 FD の資料
学習者の要請を満たすため、臨床トレーニング用施設を評価、整備、改善すべきである。
（Q 6.2.1）
A. 質的向上のための水準に関する情報
臨床実習に関する学生と教員の意見については、各診療科での臨床実習に対する学
生による評価、診療科の臨床実習担当者と指導係へのインタビューによって把握してい
る。その結果は各診療科へフィードバックされる。臨床実習の施設とプログラムの適切
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性と質の評価は、臨床実習運営委員会が中心となって行っている。スキルスラボは利用
状況の把握、物品の管理と貸し出しは同管理室が中心となって行っている。
B. 質的向上のための水準に関する現状分析と自己評価
臨床実習の施設とスキルスラボの評価、整備、改善に関して、それぞれ臨床実習運
営委員会とスキルスラボ管理室が中心となって、学生と教員の意見を含め、情報の収集
と検討を行っているが、その評価方法についてさらなる改善を目指す必要がある。
C. 現状への対応
臨床実習運営委員会とスキルスラボ管理室の検討をさらに活性化し、教育改革に伴
う対応と改善点を明確にする。
D. 改善に向けた計画
臨床実習運営委員会とスキルスラボ管理室の検討を通して、必要な措置を講ずる。
参考資料
623 地域実習の実施状況・感想文等
620 臨床実習運営委員会メンバー表
K17 平成 27 年度(2015 年度)第 1 回臨床実習運営委員会議事録
K14 藤田保健衛生大学生涯教育研修センターClinical Simulation フロア使用規則
6.3 情報通信技術
基本的水準：
医科大学・医学部は
•

教育プログラムで適切な情報通信技術の有効利用と評価に取組む方針を策定し
履行しなければならない。
（B 6.3.1）

質的向上のための水準：
医科大学・医学部は
•

教員や学生が以下の目的で新しい情報通信技術を活用できるようにすべきであ
る。

•



自己学習（Q 6.3.1）



情報へのアクセス（Q 6.3.2）



症例に関する情報（Q 6.3.3）



医療提供システム（Q 6.3.4）

担当患者のデータと医療提供システムへの学生アクセスを最適化すべきである。
（Q 6.3.5）
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注 釈：
▪

[情報通信技術の有効利用に関する方針]には、コンピュータ、内外のネットワー
ク、およびその他の手段の利用の検討も含まれる。これには、図書館の蔵書や機
関の IT サービスへのアクセスも含まれる。また、この方針には、学習管理シス
テムを介するすべての教育アイテムへの共通アクセスも含まれる。情報通信技術
は、専門職生涯学習（continuing professional development：CPD）/生涯医学
教育（continuing medical education：CME）を通して、EBM（科学的根拠に基づ
く医学）と生涯学習の準備を学生にさせるのに役立つ。

日本版注釈：
▪

[医療提供システム]とは、地域包括ケアシステムなど地域での疾病管理、健康管
理を意味する。

教育プログラムで適切な情報通信技術の有効利用と評価に取組む方針を策定し履行し
なければならない。（B 6.3.1）
A. 基本的水準に関する情報
情報通信技術の基盤として、全学のネットワークとセキュアな無線 LAN などの環境、
「医科学情報ネットワーク規程」
、
「学内 LAN セキュリティポリシー」、
「教育コンテンツ
の作成および利用におけるガイドライン」などの規程が整備されている。
医学教育の情報通信技術の利用として、ICT(Information and Communication
Technology)関連施設・設備は医学情報教育推進室が運営・管理を行い、同室と ICT 教
育委員会が協力して学生教育への有効利用を進めている。ICT 関連施設・設備は生涯教
育研修センター1 号館 12 階フロアの IT 学習室(137 台の端末など)、情報検索室とコン
テンツ作成室が中心である。それ以外に、8・9 階の講義室ではレスポンスアナライザ
ー(LENON システム)による双方向学習支援が、13 階の SGL(少人数学習室)ではモニタ室
と 16 室間での映像・音声・デジタル資料の双方向送受信が準備されている。学生ポー
タルサイトは掲示板、時間割、出欠席などの情報提供、および、電子シラバス、Moodle
での e ラーニングなどの ICT サービスの利用窓口である。また、e ポートフォリオ、バ
ーチャル顕微鏡、授業ビデオ収録・配信システムが準備されている。
B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
ICT 関連施設・設備は充実し、医学教育への利用の基盤が整備されている。急速な
ICT 進展への対応として、設備・機器の更新を定期的に行っている。医学教育への有効
活用をさらに進めることが主な課題である。
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C. 現状への対応
ICT 関連の講演会とワークショップを開催する。e ポートフォリオと授業ビデオ収
録・配信システムをそれぞれ臨床実習と自己学習の拡充に関係して整備・強化する。ICT
教育委員会で医学教育への有効活用の課題を検討する。
D. 改善に向けた計画
ICT 関連施設・設備に関して、学生と教員の理解を高める方策を検討するとともに、
医学教育への有効活用の課題を明確にし、その対応を検討する。
参考資料
K14 藤田保健衛生大学医学部医学情報教育推進室規程
624 医学教育企画室・医学情報教育推進室メンバー表
625 IT 学習室利用状況
627 LENON システム
K07 教務関係委員会の組織図
K14 藤田保健衛生大学医学部教務委員会関連委員会内規
628 医学情報教育推進室等資料
K14 藤田学園医学・保健衛生学図書館ビジュアルセンター規程
629 Moodle での e ラーニング
206 学修支援のための授業録画・配信について
教員や学生が以下の目的で新しい情報通信技術を活用できるようにすべきである。


自己学習（Q 6.3.1）

A. 質的向上のための水準に関する情報
自己学習のために、学生は各々ID とパスワードを有し、情報検索室のパソコンを自
由に利用できる。情報検索室は生涯教育研修センター1 号館 12 階で、34 台の端末と 2
台のプリンタが設置され、自己学習のためのソフトが準備されている。年間の延べ利用
者数は約 25,000 人(ほぼ全員が学生)である。1～6 学年用の自習室では有線と無線 LAN
を介して ICT サービスが利用できる。
B. 質的向上のための水準に関する現状分析と自己評価
自己学習のための ICT 関係施設・設備として適切な環境が提供されている。e ラーニ
ングのコンテンツとしては教員が作成した教材に加え、学習用ビデオが準備されている。
授業ビデオ収録・配信システムが 2016 年度から開始された。
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C. 現状への対応
授業ビデオ収録・配信システムの運用強化、授業資料をデジタル資料(PDF 等)として
配布を行う。教員によるコンテンツの作成を推奨する。
D. 改善に向けた計画
自己学習への情報通信技術活用の促進に向けて、e ラーニングのコンテンツの拡充を
はじめ、必要な措置を講ずる。
参考資料
626 情報検索室の概要と利用状況
教員や学生が以下の目的で新しい情報通信技術を活用できるようにすべきである。


情報へのアクセス（Q 6.3.2）

A. 質的向上のための水準に関する情報
学生と教員は、学内 LAN を介して、学内外のネットワークを利用できる。図書館の
蔵書検索、文献検索・閲覧(PubMed、電子ジャーナルなど)、臨床情報検索(UpToDate な
ど)などである。生涯教育研修センター内の無線 LAN は多人数の同時利用を想定し、帯
域を増強している。学生と教員は自由に、パソコンに包括契約のセキュリティソフトを
導入できる。外部からの不正アクセスやマルウェアの侵入の防止対策を講じている。
B. 質的向上のための水準に関する現状分析と自己評価
情報へのアクセスのため、様々な対策が講じられている。一方、さらなる向上を目
指すことが重要である。
C. 現状への対応
医学情報教育推進室が全学の藤田学園ネットワーク管理運営委員会と協議して、医
学部と全学がそれぞれの対応すべき措置を検討・実施する。
D. 改善に向けた計画
情報へのアクセスの向上に向けて、ネットワーク環境や ICT サービスの状況を点検・
評価し、必要な措置を検討・実施する。
参考資料
630 学内 LAN 構成概要
K14 藤田保健衛生大学医科学情報ネットワーク規程
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教員や学生が以下の目的で新しい情報通信技術を活用できるようにすべきである。


症例に関する情報（Q 6.3.3）

A. 質的向上のための水準に関する情報
臨床実習の準備教育において、IT 学習室の模擬電子カルテシステムを用いた電子カ
ルテシステムの使用方法に関するトレーニングを行っている。更に、診療情報の漏洩に
関する留意事項を教育している。
臨床実習において、学生は参加型臨床実習における student doctor として藤田保健
衛生大学病院の電子カルテシステムを利用し、指導医のもとで許可された範囲内で患者
情報にアクセスできる。電子カルテシステムでは、学生によるアクセスに対して、オー
ダの制限、個別アカウントの管理が行われる。
B. 質的向上のための水準に関する現状分析と自己評価
学生による患者情報のアクセスについては、とても利便性が高い。反面、受け持ち
患者以外の診療情報にもアクセス可能であり、受け持ち患者以外の診療情報を入手する
ことが出来き、患者情報の機密保護に考慮する必要がある。
C. 現状への対応
電子カルテを管理する部署から、学生がアクセスした記録(ログ)を定期的に入手し、
必要のない診療情報にアクセスしていないかについて監視するシステムを構築中であ
る。 また、臨床実習運営委員会が中心となり、学生による患者情報のアクセスに対す
る課題を検討する。
D. 改善に向けた計画
患者情報の機密保護に万全を期した上で、臨床実習の向上のため、学生による患者
情報のアクセスに対する課題の対応を検討し、必要な措置を講ずる。
参考資料
K14 藤田保健衛生大学病院電子化診療録運用規程
K14 藤田保健衛生大学病院診療録使用・閲覧規程
631 学生の電子カルテ使用に関する資料
632 臨床実習での電子カルテ利用実習に関する準備教育資料
教員や学生が以下の目的で新しい情報通信技術を活用できるようにすべきである。


医療提供システム（Q 6.3.4）
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A. 質的向上のための水準に関する情報
地域での疾病管理と健康管理に関して、地域包括ケア中核センターが居宅介護支援
事業所と訪問看護ステーションを通じて地域貢献を行うとともに、地域密着型の「まち
かど保健室」を開設し活動している。医学部 1 号館、藤田保健衛生大学坂文種報德會病
院、藤田保健衛生大学七栗記念病院と「まちかど保健室」はテレビ会議システムが利用
できる。また、医学教育として、地域の診療所における地域医療の臨床実習が実施され
ている。
B. 質的向上のための水準に関する現状分析と自己評価
地域での疾病管理と健康管理に関して、一定の基盤があるものの、臨床実習への本
格導入や ICT 活用に向けて、特別な対応は行われていない。また,地域包括ケア中核セ
ンター、「まちかど保健室」が医学生の医学教育に活用されていない。
C. 現状への対応
臨床実習運営委員会が中心となって、臨床実習での在宅医療、健康管理、地域保健
の面を点検・評価し、ICT 活用に向けての計画を検討する。
D. 改善に向けた計画
臨床実習での在宅医療、健康管理、地域保健への ICT 活用に向けて、計画を具体化
し、必要な措置を講ずる。
参考資料
633 大学のホームページの画面(「地域包括ケア中核センター」)
担当患者のデータと医療提供システムへの学生アクセスを最適化すべきである。
（Q 6.3.5）
A. 質的向上のための水準に関する情報
臨床実習において、学生は電子カルテシステムの端末から患者情報にアクセスでき
る。学生によるアクセスを促進するため、第一教育病院における新病棟(A 棟)には、学
生がローテートする病棟の全てのナースステーションに学生専用の電子カルテ端末を
用意している。また、ステューデントドクターの使用するロッカールームのある部屋(通
称、ポリクリ室)にも、複数の電子カルテ端末が用意されている。また、学生と指導医
との連絡を円滑に行うため、各学生に医療用携帯電話端末を貸与している。

156

B. 質的向上のための水準に関する現状分析と自己評価
一部の病棟において、学生は電子カルテシステムの患者情報に適切にアクセスでき
る。しかし、第一教育病院における旧病棟(2, 3 病棟)には、学生がローテートする病
棟のナースステーションに学生専用の電子カルテ端末が用意されておらず、利用しづら
い状況であるので、改善を図る必要がある。また、地域での疾病管理と健康管理に関し
て、ICT 活用に向けて特別な対応は行われていない。
C. 現状への対応
臨床実習運営委員会が中心となって、学生による患者情報のアクセスの促進に対す
る課題、および、在宅医療、健康管理、地域保健の教育への ICT 活用に関する計画を検
討する。
D. 改善に向けた計画
臨床実習の効率向上のため、学生による患者情報のアクセスの促進対策を講ずると
ともに、在宅医療、健康管理、地域保健の教育への ICT 活用に向けて計画を具体化し、
必要な措置を講ずる。
参考資料
634 学生用電子カルテ端末の配置状況
6.4 医学研究と学識
基本的水準：
医科大学・医学部は
•

教育カリキュラムの基盤として医学の研究と学識を利用しなければならない。
（B
6.4.1）

•

医学の研究と教育との関係性を育む方針を策定し履行しなければならない。（B
6.4.2）

•

施設での研究設備と優先権を記載しなければならない。（B 6.4.3）

質的向上のための水準：
医科大学・医学部は
•

医学の研究と教育との相互の関連を確保すべきである。


現行の教育に反映されるべきである。（Q 6.4.1）



医学研究開発に学生が携わるように奨励し準備させるべきである。
（Q 6.4.2）

注 釈：
▪

[医学研究と学識]は、基礎医学、臨床医学、行動科学、社会医学の学術研究を網

157

羅するものである。[医学の学識]とは、高度な医学知識と探究の学究的成果を意
味する。カリキュラムの医学研究の部分は、医科大学・医学部内またはその提携
機関における研究活動および指導者の学識や研究能力によって担保される。
[現行の教育への反映]は、科学的手法や EBM（科学的根拠に基づく医学）の教育
に有効である（B 2.2 を参照）。
教育カリキュラムの基盤として医学の研究と学識を利用しなければならない。（B 6.4.1）
A. 基本的水準に関する情報
基礎医学、社会医学と臨床医学の講座が医学教育を担当し、総合医科学研究所など
が協力している。これらの講座と研究所は幅広い分野の医学研究を精力的に実施し、多
くの研究業績を公表している。
B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
医学部全体によって医学教育を実施する体制が整っている。医学教育への係りの強
さには教員間で違いがある。
C. 現状への対応
教員全体の医学教育の知識、態度と技能を高めるため、医学部 FD を充実する。
D. 改善に向けた計画
医学部 FD の実施状況を点検・評価しつつ、充実に向けて必要な措置を講ずる。
参考資料
635 教員の学位および業績(検索画面 URL)
636 総合医科学研究所の概要
K03 平成 28 年度(2016 年度)シラバス
医学の研究と教育との関係性を育む方針を策定し履行しなければならない。（B 6.4.2）
A. 基本的水準に関する情報
現在の教育改革では、
「リサーチマインドの涵養」を基軸の 1 つとしている。それに
沿って、科学研究の基礎が医学教育の中に位置づけられ、導入されている。
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B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
現在の教育改革の基軸は医学の研究と教育との関係性を育む方針を含んでおり、そ
れに沿って、カリキュラムの改訂が進行中である。現行のカリキュラムは評価されてい
ない。
C. 現状への対応
カリキュラム委員会で、医学の研究と教育との関係性を育む方針に沿って、現行の
カリキュラムの点検・評価を行い、進行中のカリキュラム改訂への反映を検討する。
D. 改善に向けた計画
医学の研究と教育との関係性を育む方針を堅持し、その方針に沿ってカリキュラム
の点検・評価を継続しつつ、改善に向けて対応する。
参考資料
221 医学部卒業コンピテンス・コンピテンシー2016 改定版
施設での研究設備と優先権を記載しなければならない。（B 6.4.3）
A. 基本的水準に関する情報
医学教育における研究設備の利用は事前の計画に従って行われる。研究設備として
は各講座が管理・運営するもの、および、共同利用研究施設が管理・運営するものがあ
る。共同利用研究施設は多種多様な先端研究機器を有し、その研究機器は教育研究のた
めに教員と学生が利用できる。
B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
研究設備の教育の利用は確保されているが、明文化されていない。共同利用研究施
設の先端研究機器は研究利用が中心的で、医学教育への利用は限定的であり、大きな問
題はおきていない。
C. 現状への対応
研究設備の教育への優先利用について問題が生じた場合、教務委員会で検討する。
D. 改善に向けた計画
研究設備の教育の優先的な利用について課題への対応を行い、必要であれば明文化
する。
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参考資料
637 共同利用研究施設の概要
医学の研究と教育との相互の関連を確保すべきである。


現行の教育に反映されるべきである。（Q 6.4.1）

A. 質的向上のための水準に関する情報
現行カリキュラムにおいて、1 年次の読書ゼミナール、2 年次の Human Biology、3
年次の医学研究入門の科目がそれぞれ、科学研究の基礎のⅠ、Ⅱ、Ⅲに位置づけられて
いる。科学的手法や EBM の教育が実施されている。
B. 質的向上のための水準に関する現状分析と自己評価
科学研究の基礎に関する科目が実施されている。科目間のつながりが必ずしも明確
でなく、また、その評価が行われていない。
C. 現状への対応
教務委員会がカリキュラム委員会の意見を聞きながら関連する教科全体の評価を行
い、必要な見直しを行っている。
D. 改善に向けた計画
現行のカリキュラムの点検・評価を行い、進行中のカリキュラム改訂に反映する。
特に、2016 年度入学生からは 3 年次に研究室配属の期間を設け、医学研究と教育との
相互関連を確保する計画となっている。
参考資料
638 医学教育入門・読書ゼミナール・ヒューマンバイオロジー
医学の研究と教育との相互の関連を確保すべきである。


医学研究開発に学生が携わるように奨励し準備させるべきである。（Q 6.4.2）

A. 質的向上のための水準に関する情報
医学研究入門の科目において、藤田学園医学会に参加し、最先端の医学研究に触れ
る機会を設けている。同学会では学生の研究発表を認めている。学生の学外のセミナ
ー・講習会への参加費の一部を補助する制度がある。一部の学生が学会発表や論文発表
を行っている。
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B. 質的向上のための水準に関する現状分析と自己評価
学生の医学研究が奨励されており、そのための環境整備を進めることが重要である。
C. 現状への対応
学生の医学研究の環境整備について、課題の検討を行う。
D. 改善に向けた計画
学生の医学研究の奨励に向けて課題を検討し、必要な対応を行う。
参考資料
639 3 年生の藤田学園医学会への参加
K04 学生便覧
640 サマースチューデント募集要項(M1～M4)
6.5 教育の専門的立場
基本的水準：
医科大学・医学部は
•

必要な時に教育専門家へアクセスできなければならない。（B 6.5.1）

•

以下の事項について教育専門家の利用に関する方針を策定し履行しなければな
らない。


カリキュラム開発（B 6.5.2）



指導および評価方法の開発（B 6.5.3）

質的向上のための水準：
医科大学・医学部は
•

教職員の教育能力向上において学内外の教育専門家が実際に活用されているこ
と示すべきである。
（Q 6.5.1）

•

教育専門家の教育評価や医学教育分野の研究における最新の知見に注意を払う
べきである。
（Q 6.5.2）

•

教職員は教育的な研究を遂行すべきである。（Q 6.5.3）

注 釈：
▪

[教育専門家]とは、医学教育の導入、実践、問題に取り組み、医学教育の研究経
験のある医師、教育心理学者、社会学者を含む。このような専門家は教育開発ユ
ニットや教育機関で教育に関心、経験のある教員チームや、外国施設或いは国際
的な組織から提供される。

▪

[医学教育分野の研究]では、医学教育の理論的、実践的、社会的問題を探究する。
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必要な時に教育専門家へアクセスできなければならない。（B 6.5.1）
A. 基本的水準に関する情報
医学教育企画室が医学教育全般の企画と運営を担当している。同室では、医学教育
に関する情報収集、教育カリキュラムの開発、共用試験の実施、卒業試験・総合試験問
題の管理、FD の開催などの広範な教育・研究活動を実施している。医学教育関連の主
要な委員会(教務委員会、自己点検自己評価委員会、医学部 MOU 国際交流委員会、試験
運営管理委員会、臨床教育統合活性化委員会、カリキュラム委員会)で、同室室員が委
員長または副委員長を務めている。同室室員は教授 4 名、准教授 1 名、講師 1 名、看護
部との兼任教員 1 名、事務職員 2 名である。医学教育専門家で構成される「医学教育ユ
ニットの会」に参加し、全国の医学教育専門家との間で情報と経験の交流を行っている。
B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
医学教育全般の企画と運営にわたって、医学教育企画室が担っている。医学教育企
画室は学外の教育専門家とのつながりを有し、必要に応じて協力を依頼することができ
る。医学教育の大きな変革に伴って、医学教育企画室の役割と活動が拡大しつつあり、
その強化を図ることが重要である。
C. 現状への対応
医学教育専門家へのアクセスの重要性について、教員全体の理解を深め、医学教育
専門家へのアクセス向上に向けて課題を検討する。
D. 改善に向けた計画
医学教育全般の企画と運営における医学教育専門家へのアクセス向上に向けて、課
題を検討し、必要な措置を講ずる。
参考資料
K14 藤田保健衛生大学医学部医学教育企画室規程
641 医学教育企画室概要(HP)
624 医学教育企画室・医学情報教育推進室メンバー表
642 医学教育ユニットの会
以下の事項について教育専門家の利用に関する方針を策定し履行しなければならない。


カリキュラム開発（B 6.5.2）
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A. 基本的水準に関する情報
教育カリキュラムの開発・検討には、教務委員会とカリキュラム委員会、および、
カリキュラム委員会の下部委員会(M1-2 教育運営委員会、M3-4 教育運営委員会、教養・
基礎医学実習運営委員会、臨床実習運営委員会、選択制総合医学委員会)が係わってい
る。これら委員会のすべてに、医学教育企画室の室員が委員として参加している。同室
は教育カリキュラムの開発・検討を主な役割の 1 つとしている。
B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
教育カリキュラムの開発・検討について、医学教育企画室が中心的な役割を担って
いる。現在、教育改革に伴う教育カリキュラムの見直しが、医学教育企画室を中心とし
て進められている。教育カリキュラムの開発・検討は、継続的に実施する必要がある。
C. 現状への対応
教育カリキュラム開発・検討の継続的な実施について、体制の強化と課題を検討す
る。
D. 改善に向けた計画
教育カリキュラム開発・検討の継続的な実施に向けて、課題を検討し、必要な措置
を講ずる。
参考資料
K07 教務関係委員会の組織図
以下の事項について教育専門家の利用に関する方針を策定し履行しなければならない。


指導および評価方法の開発（B 6.5.3）

A. 基本的水準に関する情報
医学教育企画室は指導と評価方法の開発・検討を主な役割の 1 つとしている。指導
に関しては、
「ファイブ・マイクロスキル」を活用した指導方法を開発し、
「臨床現場で
学生をどう教えるか」といったテーマで臨床実習における指導教員を対象とした FD を
開催している。また、Problem Based Learning(PBL)(「藤田式 PBL」)の評価にテュー
タによる観察評価、論述試験による知識の評価に加えて、同僚学生による観察評価(ピ
ア評価)を組み合わせた方式、さらに Mini-CEX による臨床技能評価を採り入れている。
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B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
指導と評価方法の開発・検討について、医学教育企画室が中心的な役割を担ってい
る。現在、開発した指導と評価方法を実際の医学教育に導入しつつ、開発・検討を継続
している。さらなる開発・検討の展開を目指すことが重要である。
C. 現状への対応
指導と評価方法のさらなる展開として、教育への活用の拡大とともに、研究面の強
化を検討する。
D. 改善に向けた計画
指導と評価方法のさらなる展開に向けて、課題を検討する。
教職員の教育能力向上において学内外の教育専門家が実際に活用されていること示す
べきである。（Q 6.5.1）
A. 質的向上のための水準に関する情報
医学教育の FD は医学教育企画室などが中心となって、企画・運営・開催されている。
FD は学内の教育専門家だけでなく、学外の教育専門家に協力を受けている。ワークシ
ョップ形式で、FD 参加者に対して認定証を発行する。1998 年に開始し、最近は年に 4
回程度を開催している。その内容としては、第 1 回～第 10 回ではカリキュラムプラニ
ングが中心であった。その後、試験問題の作り方やブラッシュアップ、小グループ学習
の充実、診療参加型臨床実習、アウトカム基盤型学習、プロフェッショナリズム教育等
といった多彩な内容へと変化している。
B. 質的向上のための水準に関する現状分析と自己評価
教職員の教育能力向上のために、学内の教育専門家が中心となり、学外の教育専門
家の協力を受けて、FD を実施している。FD として開催している医学教育ワークショッ
プのプロダクトが実際の教育へと反映されることが多い。2013 年度に実施した第 48 回
医学教育ワークショップのプロダクトが、本学医学部の使命、および卒業コンピテンス
卒業コンピテンシーの原型となった。
C. 現状への対応
FD のさらなる充実・強化に向けて、医学教育企画室が中心となって FD の点検・評価
を行うとともに、学内外の教育専門家からの協力の拡大を検討する。
D. 改善に向けた計画
FD のさらなる充実・強化に向けて、課題を検討し、必要な措置を講ずる。
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参考資料
528 医学教育ワークショップ開催状況
教育専門家の教育評価や医学教育分野の研究における最新の知見に注意を払うべきで
ある。（Q 6.5.2）
A. 質的向上のための水準に関する情報
教育評価については、自己点検自己評価委員会が担当し、医学教育企画室が中心的
に係わっている。大学は、公益財団法人大学基準協会による認証評価に適合の認定を受
けている。医学教育分野の研究については、医学教育企画室が最新の知見の収集・検討
を担っている。FD の内容に最新の知見を取り上げている。
B. 質的向上のための水準に関する現状分析と自己評価
教育評価と医学教育分野の研究に関して、自己点検自己評価委員会と医学教育企画
室を中心とした体制が整備されている。教育専門家の教育評価や医学教育分野の研究に
おける最新の知見に注意を払い、必要に応じて、その内容を利用している。自己点検自
己評価委員会と医学教育企画室の関連活動を継続・強化することが重要である。
C. 現状への対応
自己点検自己評価委員会と医学教育企画室の関連活動を継続・強化するため、必要
な対応を検討する。
D. 改善に向けた計画
教育専門家の教育評価や医学教育分野の研究における最新の知見の把握、および、
必要に応じた活用に向けて、対応を検討する。
参考資料
K07 教務関係委員会の組織図
643 藤田保健衛生大学医学部 大学基準協会 自己点検・評価報告書(HP)
教職員は教育的な研究を遂行すべきである。（Q 6.5.3）
A. 質的向上のための水準に関する情報
医学教育に関する研究として、医学教育企画室が中心となって実施している。研究
成果の一部は、教育関連学会(日本医学教育学会、Association For Medical Education
in Europe(AMEE))等で発表され、学会誌(Medical Teacher)に掲載されている。研究成
果の一部は実際の教育実践に導入されている。
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B. 質的向上のための水準に関する現状分析と自己評価
医学教育に関する研究が実施され、その一部が広く公表されている。医学教育に関
する研究において、医学教育企画室以外の教員の実施・参画、および、本学の医療科学
部との共同実施が行われている。医学教育の発展のため、医学教育に関する研究の実施
と研究成果の公表を強化・拡大することが重要である。
C. 現状への対応
医学教育に関する研究の実施と参加を拡大するための方策を検討するとともに、研
究成果の学会発表と論文発表を奨励する。
D. 改善に向けた計画
医学教育に関する研究の強化・拡大に向けて、必要な方策を検討・実施する。
参考資料
644 医学教育の学会発表
645 Medical Teacher の論文
6.6 教育の交流
基本的水準：
医科大学・医学部は
•

以下の方針を策定して履行しなければならない。


他教育機関との国内・国際的な協力（B 6.6.1）



履修単位の互換（B 6.6.2）

質的向上のための水準：
医科大学・医学部は
▪

適切な資源を提供することによって、教員と学生の国内・国際的な教職員と学生
の交流を促進すべきである。
（Q 6.6.1）

▪

教職員と学生のニーズを考慮し、倫理原則を尊重して、交流が合目的に組織され
ることを保証すべきである。
（Q 6.6.2）

注 釈：
▪

[他教育機関]には、公衆衛生学、歯科医学、薬学、獣医学の学校等の医療教育に
携わる教員や施設と同様に他医科大学も含まれる。

▪

[履修単位の互換の方針]とは、他の機関から互換できる学習プログラムの比率の
制約について考慮することを意味する。履修単位の互換は、教育分野の相互理解
に関する合意形成や医科大学間の積極的なプログラム調整により促進される。ま
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た、履修単位が誰からも分かるシステムの採用や課程の修了要件の柔軟な解釈に
よっても容易になる。
▪

[教職員]には、教育、管理、技術系の職員が含まれる。

以下の方針を策定して履行しなければならない。


他教育機関との国内・国際的な協力（B 6.6.1）

A. 基本的水準に関する情報
全学の組織の地域連携教育推進センターが国内の教育機関との協力・交流を、国際
交流推進センターが国外の教育機関との交流を担当している。国内大学とは名城大学、
三重大学、日本福祉大学、愛知教育大学の 4 大学と交流連携協定を締結している。交流
連携の内容としては、名城大学とは薬学部学生の臨床教育支援、三重大学とは防災と臨
床実習での学生交流、日本福祉大学とは共通授業の開催と FD の共催、愛知教育大学と
は小・中学生の食物アレルギーのアナフィラキシー対応プログラムの共同開発である。
国外大学とはコンケン大学(タイ)、ミラノ・ビコッカ大学(イタリア)、カチョン大学(韓
国)、UAE 大学(UAE)、ザンビア大学(ザンビア)、台北大学(台湾)、ジョンズホプキンス
大学(米国)と MOU を締結し、主として学生の交流を行っている。中国衛生部とタイ・コ
ンケン大学から、医師の 2 週間～3 か月間の臨床研修を受け入れている。
B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
国内の大学とは臨床実習での学生交流、医薬の連携、医療と福祉の連携、医学と教
育の連携によって、活発な交流が行われている。国外との交流として毎年 10 数名の学
生が MOU 締結大学などで研修を受け、国外から 10 数名の学生が本学で研修を受けてい
る。交流する教育機関と学生の数を増やすことが重要である。また、本学のキャンパス
内に外国からの留学生・研修生がほぼ常時滞在しており、キャンパス内での本学の学生
との交流を促進することが重要である。その試みとして、アセンブリⅡ(2 年生の科目)
では留学生と学生との交流をプロジェクトの 1 つにしている。
C. 現状への対応
現在、
「グローバル化」を基軸の 1 つとして教育改革を進めている。国内・国外の教
育機関との協力・交流の拡大について、「グローバル化」に沿って実行計画を検討する
とともに、地域連携教育推進センターと国際交流推進センターと協議する。国外での研
修の希望学生を増やす方策を検討する。国際的な交流の基盤として、学生の英語実践能
力向上の一環として、2016 年度から 1 年生全員が TOEFL ITP 試験の受験を開始した。
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D. 改善に向けた計画
「グローバル化」の方針に沿って実行計画を具体化し、国内・国外の教育機関との
協力・交流の拡大に向けて方策を検討・推進する。
参考資料
646 国内大学との協定書(愛教大他)
647 海外大学との MOU 協定書(コンケン大学他)
648 海外大学との MOU 交流実績
649 中国衛生部人材交流サービスセンターとの覚書
650 選択制総合医学(海外実習プログラム)
以下の方針を策定して履行しなければならない。


履修単位の互換（B 6.6.2）

A. 基本的水準に関する情報
6 学年の科目の選択制総合医学において、本学の学生は国内の病院と大学、国外の大
学で自ら選択し臨床実習を受けることができる。研修先の大学や病院から実習評価表の
発行を受けて、選択制総合医学の単位とすることができる。三重大学医学部との交流連
携協定には、三重大学の学生が藤田保健衛生大学七栗記念病院の緩和医療で、本学の学
生が選択制総合医学として三重大学の関連病院で臨床実習を行うよう覚書を追加した。
この覚書に基づいて、2016 年度はそれぞれ 1 名の学生が参加した。国外の MOU 締結大
学からの実習生に対して、本学で履修した科目の成績表を発行し、該当大学の履修単位
になっている。
B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
交流した大学間では、それぞれ学生が履修した科目の成績表を発行することによっ
て、完全な単位互換にならなくとも、お互いの実習時間に組み入れている。三重大学医
学部とは覚書に基づいて、一方の学生が他方の大学で一部の臨床実習が可能となってい
る。学生交流において、教育カリキュラムの過密さなどの関係から大学間での履修単位
の互換が容易でないが、互いの教育カリキュラムを比較・検討するよい機会ともなり、
さらに推進することが重要である。
C. 現状への対応
学生の交流を拡大しつつ、教育カリキュラムの中で履修単位とする方向で、国内・
国外の大学と協議を行う。三重大学医学部との臨床実習での学生交流は、他の大学で同
様の方式の適用を検討する。低学年での国外の研修を実施するため、3 学年での研修プ
ログラムを計画し、タイ・コンケン大学とミラノ・ビコッカ大学と協議を開始している。
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D. 改善に向けた計画
国内と国外の教育機関との間で、学生の交流と履修単位の互換の促進に向けて、教
育カリキュラムの見直しを含めて、対応を検討する。
参考資料
K03 選択制総合医学シラバス(現物資料 過去 3 年間)
651 三重大学医学部との連携
652 三重大学との学生実習の交流に関する覚書(平成 28 年(2016 年)3 月)
適切な資源を提供することによって、教員と学生の国内・国際的な教職員と学生の交流
を促進すべきである。（Q 6.6.1）
A. 質的向上のための水準に関する情報
6 学年の科目の選択制総合医学では、国内と国外の大学で 6 週間の留学・研修をする
ことができ、その費用に対して本学の補助制度(最大 30 万円)がある。本学の大学院生
と教員に対して、海外での研修・留学費用の支援のために、本学の国際交流助成金事業
がある。国外からの留学生に対して、生活支援のためにキャンパス内に個室のドミトリ
ーを設け、また、経済的支援を要する留学生の一部に対して、渡航費用と日本での生活
費の一部を本学が負担している。国外からの留学生と本学の学生との交流を促進するた
め、キャンパス内に交流スペース(「English Communication Space」)を開設・常時開
放し、定期的にイベントを開催している。
B. 質的向上のための水準に関する現状分析と自己評価
国内と国外の教育機関との交流の拡大に向けて、生活・経済面などの支援を積極的
に進めつつあるが、さらに充実することが重要である。
C. 現状への対応
国内・国外の教育機関との交流の拡大に向けての実行計画の策定において、生活・
経済面などの支援の方策を検討する。
D. 改善に向けた計画
「グローバル化」の方針に沿う実行計画の具体化にあたって、国内・国外の教育機
関との交流の拡大に向けて、生活・経済面などの支援の方策を検討・推進する。
参考資料
653 藤医会の研究旅費補助等
654 国際交流推進センターの画面(「留学する皆様へ」「奨学金・助成金」)
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655 国際交流推進センターの画面(「センター概要」「外国人向け国際寮」)
656 国際交流推進センターの画面(「最新ニュース」「2015 年 6 月 25 日

English

Communication Space を開設いたします」)
教職員と学生のニーズを考慮し、倫理原則を尊重して、交流が合目的に組織されること
を保証すべきである。（Q 6.6.2）
A. 質的向上のための水準に関する情報
6 学年の科目の選択制総合医学において、学生の安全で良質な交流を担保するために、
選択制総合医学委員会が国内の派遣先病院を評価・確認し、また、国外の留学希望の学
生を評価・確認している。国内の教育機関との交流にあたっては地域連携教育推進セン
ターが、国外の教育機関との交流にあたっては国際交流推進センターがその適切性を評
価・確認している。選択制総合医学に関する情報はガイダンスで学生に説明している。
国外の教育機関との交流に関する情報は国際交流推進センターがホームページなどを
通して提供している。
B. 質的向上のための水準に関する現状分析と自己評価
国内の教育機関との交流にあたって、実施計画を詳細まで具体的に定めるのは容易
でない。国外の教育機関との交流にあたって、関連情報の収集と評価・検討には制限が
ある。いずれも特別な問題発生の事例は報告されていない。交流にあたって、より慎重
な評価・検討が重要である。
C. 現状への対応
国内の教育機関との交流では、実施計画の具体化に留意する。国外の教育機関との
交流では、関連情報(安全面や保険の問題を含む)の収集と評価・検討に留意する。
D. 改善に向けた計画
地域連携教育推進センターと国際交流推進センターとの間で、より密接な協議・連
携体制の構築を図る。
参考資料
K07 教務関係委員会の組織図
K14 藤田保健衛生大学地域連携教育推進センター規程
657 地域連携教育推進センター
K14 藤田保健衛生大学国際交流推進センター規程
658 国際交流推進センター
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７.

プログラム評価
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7. プログラム評価
7.1 プログラムのモニタと評価
基本的水準：
医科大学・医学部は
•

カリキュラムの教育プロセスと教育成果を定期的にモニタするプログラムを設
けなければならない。
（B 7.1.1）

•

以下の事項についてプログラム評価する仕組みを確立し、実施しなければならな
い。

•



カリキュラムとその主な構成要素（B 7.1.2）



学生の進歩（B 7.1.3）



課題の特定と対応（B 7.1.4）

評価の結果がカリキュラムに反映されていることを確実にしなければならない。
（B 7.1.5）

質的向上のための水準：
医科大学・医学部は
•

以下の事項について随時、プログラムを包括的に評価するべきである。


教育プロセスの背景（Q 7.1.1）



カリキュラムの特定の構成要素（Q 7.1.2）



全体的な成果（Q 7.1.3）



社会的責任（Q 7.1.4）

注 釈：
▪

［プログラムのモニタリング］とは、カリキュラムの重要な側面について、デー
タを定期的に集めることを意味する。その目的は、確実に教育プロセスが軌道に
乗っていることを確認し、介入が必要な領域を特定することにある。データの収
集は多くの場合、学生の入学時、評価時、卒業時に事務的に行われる。

▪

［プログラム評価］とは、教育機関と教育プログラムの効果と適切性を判断する
情報について系統的に収集するプロセスである。データの収集には信頼性と妥当
性のある方法が用いられ、教育プログラムの質や、大学の使命、カリキュラム、
教育の学習成果など中心的な部分を明らかにする目的がある。
医学教育の専門家が参加することにより、各機関における医学教育の質的向上を
経験できる基礎をさらに拡げることができる。

▪

［カリキュラムの主な構成要素］には、カリキュラムモデル（B 2.1.1 を参照）、
カリキュラムの構造、構成と教育期間（2.6 を参照）、および中核となる必修教
育内容と選択的な教育内容（Q 2.6.3 を参照）が含まれる。
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▪

［特定される課題］としては、目的とした医学教育の成果が思うほどには達成さ
れていないことが含まれる。教育の成果の弱点や問題点などについての評価並び
に情報は、介入、是正、プログラム開発、カリキュラム改善などへのフィードバ
ックに用いられる。

▪

［教育プロセスの背景］には、医科大学の学習環境や文化のほか、組織や資源が
含まれる。

▪

［カリキュラムの特定構成要素］には、課程の記載、教育法、学習法、臨床実習、
および評価方法が含まれる。

▪

［全体的な学習成果］は、医師国家試験の成績、ベンチマークの評価、国際的試
験、職業選択、大学卒業後の業績などから測られる。これらの情報は、教育プロ
グラムの画一化を防ぐと同時に、カリキュラム改善の基盤を提供する。

▪

［社会的責任］（1.1 の注釈の定義を参照）。

日本版注釈：
▪

医学教育モデル・コア・カリキュラムの導入状況と、成果（共用試験の結果を含
む）を評価してもよい。

カリキュラムの教育プロセスと教育成果を定期的にモニタするプログラムを設けなけ
ればならない。（B 7.1.1）
A. 基本的水準に関する情報
教育プロセスと教育成果を定期的にモニタするためのシステムとして
医学部事務部学務課、医学教育企画室、教務委員会、学生指導委員会、教授会が密
接に連携を取りながら実行している。
収集する情報は、入学時成績、プレースメントテスト、学生の出欠状況、学生から
の授業評価、課外活動の参加状況、教科の成績、基礎総合試験成績、共用試験(CBT,OSCE)
成績、総合臨床医学試験成績、臨床実習評価、臨床実習終了時 OSCE 成績、卒業試験成
績、医師国家試験合格率などが学務課に集められる。これらの情報をもとに医学部長・
教務委員長、学生指導委員長、医学教育企画室長などによる定例の医学部執行部会議で
内容の解析、問題点抽出を行い、医学教育企画室でプログラム改善などの素案を作成す
る。それを教務・学生指導合同委員会で検討した後、教授会で確認するというプロセス
を踏む。
2015 年度から学長指導のもと IR 委員会が設置された(2016 年 8 月に IR 推進センタ
ーに改組)。医学部でも、この委員会の下部組織として医学部 IR 委員会が置かれ定期的
に委員会を開き学生生活・学修実態調査を行ってきた。医学部 IR 委員会では他学部の
教育プログラムに関する情報も聴取できる。また分析結果・問題点は学長に答申される
とともに情報をホームページに公開している。
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学生からの視点で教育プロセスをモニタするシステムに関して、従来は各学年集会
で学年担当の教員が情報を収集し、教務委員会で報告するという間接的な方法をとって
いたが、
2016 年度から 1－6 学年の学生代表が参加したカリキュラム委員会が設置され、
学生の意見が直接反映されるシステムに変更された。
医学部の長期的な教育成果をモニタリングするため、医学部同窓会の協力を得て
2012 年に卒業生の動向調査を行った。
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B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
教育プロセスと教育成果を定期的にモニタリングするシステムは、継続的に運用さ
れ機能している。
2016 年度からは IR 委員会やカリキュラム委員会の活動が本格化しており、学生が教
育活動に直接参加するシステムとしてより強化された。
臨床実習の評価法は学習成果基盤型にまだ移行はできていない。
C. 現状への対応
学習成果基盤型プログラムの本格的な導入のため、教員の評価法に関する FD などを
積極的に導入する。
臨床実習の適切な評価法の確立が喫緊の課題である。
D. 改善に向けた計画
卒業生の動向調査は、本学の教育アウトカム(学生に良い評価を受けているか)を評
価するため継続的に調査解析する。
参加型臨床実習への確実な移行のため、臨床実習の評価法の確立が求められ、FD な
ど積極的に行ってゆく。
参考資料
701 教育プロセス、成果のモニタリング・システム(図) (本文中)
702 IR 推進センター組織図

(本文中)

K17 M4 進級判定会議議事録
K17 卒業判定会議議事録
703 卒業生全員の動向調査(医学部同窓会 松井俊和 第 45 回日本医学教育学会大会
2013 年)
K17 教務・学生合同委員会

議事録(カリキュラムに関するもの)

K14 藤田保健衛生大学 IR 委員会規程規程
K14 藤田保健衛生大学 IR 推進センター規程
704 全学 IR 委員会ホームページ
以下の事項についてプログラム評価する仕組みを確立し、実施しなければならない。


カリキュラムとその主な構成要素（B 7.1.2）

A. 基本的水準に関する情報
医学教育モデル・コア・カリキュラムとの整合性に関しては、各教科のコーディネ
ーターがシラバスの改変を実施し、そのうえで医学教育企画室が集合的にチェックして
いる。
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学生に公表しているシラバスには、講義のコマ毎にモデル・コア・カリキュラムの
到達目標のどの部分に相当するか記載を求め、内容については教務委員長と医学教育企
画室が検討し、承認している。また実際シラバスに従って授業が実施されたかについて
は授業の学生アンケートにそれを問う項目を含めている。現行のカリキュラムでは 2010
年版に関してはすべての到達目標を 6 年間のカリキュラムで網羅している。
B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
本学のカリキュラムはプロセス基盤型から学習成果基盤型への移行期にあり、教科
の評価法などに関する FD の実施を含めた体制の構築が必要である。また、今年度の卒
業生は学習成果基盤型のプログラムではないが、今後実施されるカリキュラムの効果を
測定するための基礎データとして、今年度から卒業が決まった学生に対し卒業時のコン
ピテンス・コンピテンシー達成度の自己評価を実施することが企画され、IR 推進セン
ター・医学部分室がその担当を行うことになっているが、まだ実際の具体的な作業は不
十分である。
C. 現状への対応
教授会が一致して医学教育分野別評価を受審するための活動を開始しており、その
進捗状況は教授会で報告されている。
大学の規約や評価システムの中で改変が必要な部分が明確化され、改革を推し進め
る原動力となっている。
D. 改善に向けた計画
教育プログラムを学習成果基盤型に移行するにあたり、特に臨床実習の学習成果の
明確化と評価方法の確立を進める必要がある。
参考資料
K03 平成 28 年度(2016 年度)シラバス M1～M6
221 医学部卒業コンピテンス・コンピテンシー2016 改定版
以下の事項についてプログラム評価する仕組みを確立し、実施しなければならない。


学生の進歩（B 7.1.3）

A. 基本的水準に関する情報
学生の進歩に関して
知識の分野では各教科の定期試験、基礎総合試験、共用試験(CBT)、総合臨床医学試
験、卒業試験をモニタリングしている。
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臨床技能では 1 年次献体グループメンバーとの面接から始め、4 年次基本的臨床技能
Ⅱ(定期試験 OSCE)、共用試験(OSCE)、5 年次身体診察を加えた医療面接実習での模擬患
者からのフィードバック、臨床実習終了時 OSCE を順次実施し評価している。
態度・習慣の修得に関しては、学生の出席状況の確認のほか、1 年次早期臨床体験で
はポートフォリオや同僚評価を、3・4 年次の PBL-チュートリアルでは同僚評価、臨床
実習でもポートフォリオを課し評価に用いている。
チーム医療の基盤形成を目的とした全学共通科目”アセンブリ”では、2 年次に行う
アセンブリⅡ(プロダクト学習)、3 年次のアセンブリⅢ(TBL チームベースドラーニン
グ)では、チーム活動の評価の一部として同僚評価を課している。
B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
本年度卒業生から卒業決定時にコンピテンス・コンピテンシーの到達度自己評価を
実施することになっているが、教育成果の分析はできていない。
C. 現状への対応
臨床実習の学習成果獲得の評価、特に技能・態度評価に関してはまだ十分な検討が
されておらず、FD や他大学から情報収集するなどして改変する必要がある。
D. 改善に向けた計画
今年度は卒業予定者に実施予定のアンケートを予定している。次年度からは新学期
の学生オリエンテーション時に学年ごとに同様のアンケートを実施し、学年毎の学生の
進歩を評価分析しカリキュラムの改善につなげる。
参考資料
K17 M1～M3 および M5 進級判定臨時教授会議事録
K17 M4 進級判定会議議事録
K17 卒業判定会議議事録
以下の事項についてプログラム評価する仕組みを確立し、実施しなければならない。


課題の特定と対応（B 7.1.4）

A. 基本的水準に関する情報
実施している教育プログラムは、IR 委員会、カリキュラム委員会(学生からの意見を
含む)、教務委員会、教授会などから評価を受ける。効果が十分上がっていないと判断
された場合や、新しい教育技法・教育プログラムの導入が必要になった場合、医学部長、
教務委員長は課題解決を医学教育企画室に指示、この部門が課題の特定と対応策を検討
する。ICT の活用は医学情報教育推進室が行っている。
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医学教育企画室、医学情報教育推進室は、必要に応じ FD や講演会などを企画し教員
間での共通認識を得るなどして問題解決を行い、教務委員会に諮りプログラム開発に繋
げてゆく。
B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
新しい医学教育の流れや情報を医学教育学会などの学会・講演会に積極的に参加し
入手するよう努めている。また医学教育企画室、医学情報教育推進室のメンバーに関し
ては、効果的な情報収集のために他学とのネットワークつくりを進めている。これによ
り早期の課題特定や対応が円滑に行えている。
C. 現状への対応
IR 委員会の定期的な活動が始まり他学部との情報交換、学長・医学部長からの指導
が直接行えるような組織改革が行われ、2016 年 8 月 1 日付で IR 推進センターが設置さ
れ活動を開始している。
D. 改善に向けた計画
教育プログラムの課題解決を担当する医学教育企画室、医学情報教育推進室、IR 推
進センターの 3 者が情報共有し、医学部の教育レベル向上にお互いが協力できる体制作
りを進める。
参考資料
K14 藤田保健衛生大学 IR 委員会規程
K14 藤田保健衛生大学 IR 推進センター規程
K17 第 7 回 IR 委員会議事録(2 月 15 日分)
705 医学部 IR 部門活動報告および提言
K17 医学部 IR 部門第 4 回会議議事録
706 医学部 IR 委員会学生ヒアリング(M3～M6)
707 平成 28 年度(2016 年度)医学教育企画室会議開催状況一覧
708 医学部 FD 開催一覧表
評価の結果がカリキュラムに反映されていることを確実にしなければならない。
（B 7.1.5）
A. 基本的水準に関する情報
カリキュラムの評価で改善が必要と評価された場合、医学部長、教務委員長の指示
で必要な情報を医学教育企画室が収集・分析し、教務・学生指導合同委員会へ問題点や
改善方法などを提言する。その提言されたものは、教務・学生指導合同委員会で検討さ
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れ、教授会で承認を得ることになる。カリキュラムに関する具体的な変更は教務委員会
の下部組織である M1、M2 教育運営委員会、M3、M4 教育運営委員会、臨床実習運営委員
会、選択制総合医学委員会(国内・国外)早期海外実習運営検討委員会で検討し実行する。
カリキュラムを改善するため、医学教育企画室は必要な FD を企画運営している。
カリキュラムの改訂が医療科学部などにも影響が及ぶアセンブリなどの事項に関し
ては、学長の指導下で全学教学運営委員会の決定を求める。
B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
毎年評価に基づきカリキュラムが改訂されており、医学教育企画室、教務・学生指
導合同委員会、教授会は効果的に機能している。
カリキュラム改善のための教育ワークショップは、カリキュラム改善のための教員
の共通認識構築に役立っている。
C. 現状への対応
プログラム評価の結果をカリキュラムに反映する仕組みは効果的に機能しているが、
更なる効果を出すために、自己点検・自己評価委員会の設置を行っている。
D. 改善に向けた計画
自己点検・自己評価委員には、教員だけでなく職員も参加しているが、外部評価委
員の参加がないため今後改善が必要である。
参考資料
K17 平成 27 年度(2015 年度)教授会議事録(カリキュラム改変について)
K17 準備教育教員連絡議事録(平成 27 年度 28 年度(2015 年度 2016 年度)第 1 回第 2 回)
K17 学生参加の第 2 回カリキュラム委員会議事録
K14 藤田保健衛生大学自己点検・自己評価委員会委員会規程
K17 全学教学運営委員会議事録(アセンブリ関連)
以下の事項について随時、プログラムを包括的に評価するべきである。


教育プロセスの背景（Q 7.1.1）

A. 質的向上のための水準に関する情報
本学のカリキュラムは、医学教育モデル・コア・カリキュラムが 2/3、本学独自のプ
ログラムが 1/3 で構成されている。カリキュラムの導入には、医学教育企画室、教務委
員会が検討し、教授会で包括的に評価し承認するプロセスをとっている。
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全学的には自己点検・評価委員会があるが、今回の認証・評価をきっかけとして、
医学部でも全教授が参加する医学部自己点検・評価委員会が立ち上がり活動をはじめて
おり、教育に関する客観的データを収集・解析するため IR 推進センターが設置された。
B. 質的向上のための水準に関する現状分析と自己評価
本学では、教育プログラムを包括的に評価するシステムが構築されている。しかし
それらを評価するための情報収集・解析部門が十分でなく、今後 IR 推進センターを十
分活用するようにしたい。
C. 現状への対応
IR 推進センターで検討する中で、新たなカリキュラムマネジメントソフトを導入し
て数量的な評価を行う方策が模索されている。
D. 改善に向けた計画
IR 推進センターと教育企画運営部門(医学教育企画室や教務委員会、カリキュラム委
員会など)との連携を十分とるようにする。
参考資料
K14 藤田保健衛生大学 IR 推進センター規程
以下の事項について随時、プログラムを包括的に評価するべきである。


カリキュラムの特定の構成要素（Q 7.1.2）

A. 質的向上のための水準に関する情報
教務委員会が、カリキュラム要素としての課程の記載、教育法、学習法、評価法を
担当している。
教授会では、進級判定、卒業判定の妥当性を確認している。
建学の理念に基づく医療科学部との共通プログラムは全学教学運営委員会の下、ア
センブリ委員会が運営している。
B. 質的向上のための水準に関する現状分析と自己評価
教務・学生指導合同委員会を毎月開催し、カリキュラムの実際を評価している。そ
の議事録は教授会で討議、確認されている。
全学的な課題に関しては、全学教学運営委員会(毎月開催、議長：学長)で最終的な
評価が行われている。
カリキュラムの内容として、臨床現場での学生の役割の明確化、指導医の役割規定
と均質化など、解決すべき課題がある。
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卒業時のコンピテンス・コンピテンシー評価法についてはさらなる検討の余地があ
る。
C. 現状への対応
評価法の適正化に向けて、教授会で 1 教科不合格による留年制度を改めて総合的配
慮を可能とする進級判定方法の検討を行っている。
D. 改善に向けた計画
臨床現場での学生の役割明確化、指導医の役割規定と均質化などを臨床実習運営委
員会等にて検討する。
卒業時のコンピテンス・コンピテンシー評価法についてはさらなる検討を行う。
参考資料
K03 平成 28 年度(2016 年度)シラバス M1～M6
221 医学部卒業コンピテンス・コンピテンシー2016 改定版
以下の事項について随時、プログラムを包括的に評価するべきである。


全体的な成果（Q 7.1.3）

A. 質的向上のための水準に関する情報
入学試験、各教科定期試験、総合試験、共用試験、臨床実習後 OSCE、卒業試験の成
績は学務課が収集管理し、教務・学生指導合同委員会が分析評価してカリキュラムの改
善に当たる。医学教育企画室は、医学教育的検討を行う。
2015 年度から国際化への対応として 1 年全員の TOEFL ITP 試験受験を必須化した。
卒業後の研修状況は、学務課が卒業時の研修マッチング状況調査を行い、卒後臨床
研修センターと共有している。
2012 年に医学教育企画室が医学部同窓会の協力を得て卒後動向調査を実施し概要を
公表した。
基本的な診療技能に関するベンチマーク評価には、模擬患者として教育に参加して
いる他職種の医療科学部教員や一般市民ボランティアが参加している。
B. 質的向上のための水準に関する現状分析と自己評価
主なベンチマーク評価として、各教科定期試験と総合試験の他に、1 年次の一般社会
人面接、4 年次の基本的臨床技能ⅡOSCE と共用試験 OSCE、5 年次の身体診察を加えた医
療面接実習と臨床実習後 OSCE など基本的診療技能や臨床統合能力の評価を積極的に行
っている。
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コンピテンシーに沿った学習成果評価のため、早期臨床体験や臨床実習におけるポ
ートフォリオ導入を試みている。ポートフォリオに関する教員への FD はまだ不十分で
ある。
C. 現状への対応
参加型臨床実習では知識・技能・態度の適切な評価が必要であり、Mini-CEX 導入の
ための FD などを行っている。
D. 改善に向けた計画
参加型臨床実習の評価改善のため、臨床実習ポートフォリオ、臨床総合試験の見直
しを行う。
教育システムの長期アウトカム確認のため、本学 IR 部門を充実し、同窓会の協力を
得て、初期臨床研修、専門医制度に応じた評価を含めた卒業生動向調査を 5 年に一度実
施する。
参考資料
709 卒業後の進路(HP)
323 国家試験成績推移
710 卒業生動向調査の解析(医学教育学大会千葉

2012 年

松井俊和)

711 SP プログラム評価アンケート
以下の事項について随時、プログラムを包括的に評価するべきである。


社会的責任（Q 7.1.4）

A. 質的向上のための水準に関する情報
建学の理念、藤田学園ビジョン 2025、モデル・コア・カリキュラム、アドミッショ
ンポリシー、カリキュラムポリシー、デプローマポリシーに基づき、卒業時コンピテン
ス、コンピテンシーを作成し、卒業時に評価している。学生の医行為能力を担保するた
めの共用試験を臨床実習前に受験、総括的評価として用いている。
地域からの医療ニーズに対し、高度先進医療を提供するほか、地域連携教育センタ
ーが中心となり、豊明市など近隣の市町村での講演会の講師派遣、学生が市民とともに
街づくりに参加するアセンブリⅡプログラムを実施している(アセンブリポータルサイ
ト http://assembly.fujita-hu.ac.jp/Asemb2/index.html)。
地域枠学生は、2015 年度 5 名、2016 年度 10 名が入学し、これらの学生には、通常
の指導教員制のほか上級生が下級生にアドバイスを行う学生間アドバイス制度も導入
している。
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B. 質的向上のための水準に関する現状分析と自己評価
地域の一員としての社会活動参加は、将来の医療人として必須事項であり、建学の
理念に基づく特別教育活動「アセンブリ」を卒業要件としている。学生の地域活動は市
民からの評価も高く、大学の社会的責任は十分果たしている。しかし卒業時の各コンピ
テンシーの到達度は評価が難しい。
C. 現状への対応
大学教員の活動として、学生教育ばかりでなく、地域での生涯教育や健康活動への
関与が求められている。教員仕事量への配慮を行いながら、プログラムを開発している。
D. 改善に向けた計画
学生の社会貢献活動の妥当な評価システムを開発する。
FD や講習会を繰り返し行い、臨床実習や卒業時のコンピテンシー評価法を確立する。
参考資料
712 アセンブリⅡプログラム
713 アセンブリポータルサイト(アセンブリⅡプログラム)
714 平成 27 年度(2015 年度)地域連携教育推進センター 講師派遣一覧
7.2 教員と学生からのフィードバック
基本的水準：
医科大学・医学部は
•

教員と学生からのフィードバックを系統的に求め、分析し、対応しなければなら
ない。
（B 7.2.1）

質的向上のための水準：
医科大学・医学部は
•

プログラムの開発にフィードバックの結果を利用すべきである。（Q 7.2.1）

注 釈：
▪

［フィードバック］には、教育プログラムの過程や成果についての情報が含まれ
る。また、法的措置の有無に関わらず、教員または学生による医療過誤または不
適切な対応に関する情報も含まれる。

教員と学生からのフィードバックを系統的に求め、分析し、対応しなければならない。
（B 7.2.1）
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A. 基本的水準に関する情報
学生からの授業評価はすべての学年で無記名アンケート方式により行っている。
アンケートは、授業を担当する教員個人と教科の終了時に実施している。アンケー
トは医学部長、教務委員長が確認後、集計結果とコメントを教員にフィードバックして
いる。また集計結果に関しては個人名が特定できない形で教授会に報告している。
臨床実習の評価は毎月 1 回、臨床実習学生が集まる全体集会でその期間に行った実
習に関してアンケートを行い教務委員長、臨床実習運営委員長が確認後、各科にフィー
ドバックしている。学生の実施した医行為に関してはローテイト終了時学生から医行為
実施表の提出を受ける。
IR 委員会の活動として 2015 年から学生生活・学修実態調査を全学的に実施している。
アンケート内容は全学の IR 委員会で検討し、集計結果は学園ホームページ、IR 委員会
の活動報告として学内に公表し教職員・学生にフィードバックしている
(http://info.fujita-hu.ac.jp/gakuji/internal/20160218_01/)。
臨床実習を行っている中、医療過誤や個人情報保護に関する遺漏がないよう注意喚
起をするため学生集会を開きトラブルの発生防止に努めている。臨床実習で問題が生じ
た場合は、安全管理室などから教務委員長、医学部長に報告されることになっている。
B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
学生から系統的に授業評価を受け分析し、それを教員にフィードバックしている。
準備教育、基礎医学の授業評価に関しては学生からのアンケート回収も良好である
が、臨床の講義に関しては講師が非常に多く、一人当たりの授業時間も少ないためアン
ケートの回収率が悪くアンケートの妥当性の検証が必要である。
臨床実習の学生からのフィードバックは行われているものの、プログラム評価のレ
ベルまでには到達していない。
教員からのフィードバックは教務委員会・学生指導委員会など限られた教員からの
ものにとどまっている。
C. 現状への対応
学生からの授業評価のアンケート方式を紙ベースからスマートフォンでも対応でき
る WEB ベースに本年から変更した。
D. 改善に向けた計画
医学部 IR 推進センターとして臨床実習では参加型臨床実習を踏まえ学生からのフィ
ードバックとして何を求めるのが適切か、現在までのデータを解析し検討を進める。
授業評価に関して信頼性、妥当性が高い方法を検討する。
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参考資料
715 医学部 IR 委員会学生ヒアリング(M1～M2)
706 医学部 IR 委員会学生ヒアリング(M3～M6)
K17 第 11 回藤田保健衛生大学 IR 委員会議事録
704 全学 IR 委員会ホームページ
プログラムの開発にフィードバックの結果を利用すべきである。（Q 7.2.1）
A. 質的向上のための水準に関する情報
学生からの意見を定期的に受けるため医学部の教務委員会内にカリキュラム委員会
を設置し、そこの正式メンバーとして 1～6 学年までの学生および事務職員も加わって
いる。
B. 質的向上のための水準に関する現状分析と自己評価
学生からの授業評価は行っているものの、プログラム開発までそのフィードバック
は利用されていない。しかし、2016 年度より学生の代表、教員、事務職員も正式メン
バーとなっているカリキュラム委員会の活動が始まりプログラム開発に学生や事務職
員の意見も反映されるようになった。
C. 現状への対応
臨床実習期間の延長に伴い準備教育や基礎医学教育、臨床医学の講義などに大きな
影響が出ており学生からのフィードバックも受けながら問題点の改善に努めている。
D. 改善に向けた計画
カリキュラム委員会や IR 推進センターの活動を確実に実行し、ここからの意見をプ
ログラム開発に利用する。
参考資料
K17 平成 28 年(2016 年)5 月度カリキュラム委員会参加名簿および議事録、学生からの
要望書
717 総合医学に関する学生からの意見書
718 総合医学に関する学生からの再アンケート結果
719 平成 27 年度(2015 年度)試験予定表
7.3 学生と卒業生の実績・成績
基本的水準：
医科大学・医学部は
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•

次の項目に関して、学生と卒業生の業績を分析しなければならない。


使命と期待される教育成果（B 7.3.1）



カリキュラム（B 7.3.2）



資源の提供（B 7.3.3）

質的向上のための水準：
医科大学・医学部は
•

•

以下の項目に関して、学生と卒業生の業績を分析するべきである。


背景と状況（Q 7.3.1）



入学時成績（Q 7.3.2）

学生の業績の分析を使用し、以下の項目について責任がある委員会へフィードバ
ックを提供すべきである。


学生の選抜（Q 7.3.3）



カリキュラム立案（Q 7.3.4）



学生カウンセリング（Q 7.3.5）

注 釈：
▪

［学生の業績］の測定と分析には、教育期間、試験成績、合格率および不合格率、
進級率と落第率および理由、各課程におけるレポートなどの情報のほか、学生が
興味を示している領域や選択科目の履修期間なども含まれる。留年を繰り返して
いる学生に対する面接、プログラムから離脱する学生の最終面接を含む。

▪

［卒業生の実績］の測定には、職業選択に関する情報、卒業後や昇進後の臨床診
療における実績などが含まれる。

▪

［背景と状況］には、学生を取り巻く社会的、経済的、文化的環境が含まれる。

次の項目に関して、学生と卒業生の業績を分析しなければならない。


使命と期待される教育成果（B 7.3.1）

A. 基本的水準に関する情報
学生の教育成果として、医師国家試験の合格者数の推移は資料に示すように平均 95%
以上を確保し、合格者数も毎年 100 名を超えている。
一方、卒業生の教育成果として 2012 年に医学部同窓会と協同した調査(教育成果の
長期的評価を行うために－卒業生動向調査の解析－)では、卒業生全員(3113 名)にアン
ケートを発送し 22%の回答率であったが、46%が愛知県に在住、平均年齢 39 歳で開業し
ている。また、開業した卒業生の 40%が何らかの医師会役員を経験していた。勤務医は
32.3%、大学教員は 11.4%であった。卒業生の教育成果も、評価・分析している。

186

卒業生のマッチングの希望状況、研修先は医学部事務部がアンケート調査している。
2016 年度本学で研修する研修医は 23 名で卒業生 20 名、他学出身 3 名だった。
B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
学生の教育成果は、国家試験合格者で評価している。また合格者全員が臨床研修を
行っている。
医学部卒業生の動向に関しては、同窓会との協同で調査・分析を行っている。
C. 現状への対応
同窓会の協力で 2012 年から卒業生の社会的活動状況を含めた業績のフォローを始め
た。まだ回収率が低く同窓会の協力だけでは限界があるので、大学として長期の教育ア
ウトカム測定のためにも IR 部門の充実が必要となる。
D. 改善に向けた計画
2017 年度に全卒業生を対象とした 2 度目のアンケート調査を同窓会、医学教育企画
室、医学部 IR 委員会が共同で企画する。
参考資料
703 卒業生全員の動向調査(医学部同窓会 松井俊和 第 45 回日本医学教育学会大会
2013 年)
720 同窓会アンケート中間報告
次の項目に関して、学生と卒業生の業績を分析しなければならない。


カリキュラム（B 7.3.2）

A. 基本的水準に関する情報
学生の出席状況、各科目の成績、2 か月に一度程度行われる IT 試験(インテリジェン
ス・トレーニング試験 授業の確認テスト)の成績など学務に関係する情報は学務課で
収集管理されており、問題があれば教務・学生指導合同委員会で検討される。
学生の出席状況や成績(IT 試験、各教科の成績など)は指導教員に報告され、指導教
員から指導も含め学生に戻される。出席や成績不良の学生は必要に応じ指導教員、クラ
ス担任、教務委員長と面談を行っている。
留年や自主退学(復学制度を利用し、再入学できる可能性があるため)をする学生に
関しては、教務委員長、医学部長から特別指導を受ける。
学生の入学後の成績に影響を与える要因に関して医学教育企画室が解析を行い、解
析後のデータは医学部事務部、医学教育企画室に蓄積されている。
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B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
学務課では学務に関するすべての情報が集約され、教務・学生指導合同委員会にカ
リキュラム検討の資料として提供され、学生の業績として分析されている。
C. 現状への対応
教務委員会等で、学生の各教科の成績、総合試験、共用試験、国家試験等の結果を分
析しながら継続的なカリキュラムの見直しを行っているが、学習方法、学生への負担状
況などの学習者の視点からの問題点については、学生参加のカリキュラム委員会での検
討が始まったばかりである。
D. 改善に向けた計画
IR 推進センターの活動が定期的に行われるようになり、今後データベースの確立を
含め検討されている。
参考資料
707 平成 28 年度(2016 年度)医学教育企画室開催状況一覧
721 平成 27 年度(2015 年度)医学部

学生生活・学修実態調査報告書(抜粋)

403 医学教育への論文(入学後の成績に影響を与える要因は何か(医学教育
2008.39(6)397-406))
次の項目に関して、学生と卒業生の業績を分析しなければならない。


資源の提供（B 7.3.3）

A. 基本的水準に関する情報
資源の提供に関して、学生には 2015 年度より学生生活・学修実態調査を行い、結果
を 学 内 で は あ る が ホ ー ム ペ ー ジ 上 で 公 開 し て い る
(URL:http://info.fujita-hu.ac.jp/gakuji/internal/20160218_01/)。
この調査には、奨学金、クラブ活動、学習状況、自習室、視聴覚教材、教員、教室、食
堂なども含まれている。
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B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
卒前の学生に関する資源提供、状態の分析はなされ公開されているが、卒業生に関す
る情報収集およびその分析は未だ実施されていない。
C. 現状への対応
学生に関する資源提供の状況確認は、今後も継続して実施するとともに、卒業生への
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資源提供の情報収集と分析は同窓会との協働のもと IR 推進センターが今後行っていく
ことになる。
D. 改善に向けた計画
IR 推進センターを中心に、適切なリサーチクエッションの提示とデータベースの作
成を進める。情報収集・解析能力のさらなる充実が必要である。
参考資料
606 学生生活・学修実態調査アンケート

(本文中)

K14 藤田保健衛生大学医学部成績優秀者奨学金規程
722 藤田保健衛生大学医学部成績優秀者奨学金貸付状況一覧
723 藤医会学生研修プログラム補助制度
724 藤医会学生研修プログラム補助金受領者一覧(平成 25～27 年度(2013～2015 年
度))
K14 藤田学園同窓会 奨学金貸与規程
以下の項目に関して、学生と卒業生の業績を分析するべきである。


背景と状況（Q 7.3.1）

A. 質的向上のための水準に関する情報
学生の背景と状況：入学時の成績、出席状況、各科試験成績、課外活動の参加状況、
通学の状況、留年率、指導教員からの情報などは学務課で管理し、必要に応じ医学教育
企画室、医学部 IR 委員会
(http://info.fujita-hu.ac.jp/gakuji/internal/20160218_01/)で解析している。入試
の情報に関しては入試委員会が庶務課とともに情報収集、解析を行っている。これらの
情報は適宜、教務・学生指導委員会などに提供されている。
卒業生の背景と状況：医学部同窓会の協力で住所、職場情報を卒業生名簿という形
で情報収集している。卒業生の長期アウトカムは全同窓生に対するアンケートとして
2012 年に同窓会の協力で実施、解析した。この公開可能部分は医学教育学会でも報告
している。
B. 質的向上のための水準に関する現状分析と自己評価
学生の成績や出席状況など学務に関する事項は学務課で、入試に関する事項は庶務
課で情報を収集している。解析は医学教育企画室、IR 委員会や入試委員会で行ってい
る。卒業生に関しては同窓会の協力で情報収集し、医学教育企画室で解析している。大
学としての機能をさらに発展させるには情報をデータベース上で一括管理し、解析する
など統合した部門の設置が必要となる。
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卒業生に関しては大学に在籍している同窓会の担当副委員長などが適宜学生や卒業
生支援に当たっているが大学としての組織的対応には至っていない。
C. 現状への対応
2014 年度から藤田保健衛生大学 IR 委員会が設置され医学部 IR 委員会がその下部組
織として定期的に活動を始め、2016 年 8 月には IR 推進センターが設置された。
卒業生に関しては大学として組織的対応するシステム構築の検討を開始する。
D. 改善に向けた計画
医学部 IR 委員会としての活動ビジョンを明確にする。
参考資料
725 卒業生就職先(平成 26～27 年度(2014～2015 年度))
721 平成 27 年度(2015 年度)医学部

学生生活・学修実態調査報告書(抜粋)

703 卒業生全員の動向調査(医学部同窓会 松井俊和 第 45 回日本医学教育学会大会
2013 年)
以下の項目に関して、学生と卒業生の業績を分析するべきである。


入学時成績（Q 7.3.2）

A. 質的向上のための水準に関する情報
医学部の入試に関しては、入学試験の成績、面接の状況など医学部事務部庶務課が
収集し入試委員会がこれらの管理に当たっている。現在本学の入試は推薦入試、センタ
ー入試、前期試験、後期試験、地域枠など大変多様で共通した学力などを調査する必要
があった。そのため医学教育企画室では 2002 年から毎年 M1 入学時にプレースメントテ
ストを実施し、学力の経時的な変化などを調査し、公表できる部分は医学教育学会など
で報告している。
B. 質的向上のための水準に関する現状分析と自己評価
医学教育企画室は、入試及びプレースメントテストの成績と入学後学生の実績を対
比して解析を行い、その結果を入学選抜法の評価などに利用するなど、入学時成績デー
タには高い重要性を認めている。
C. 現状への対応
入学時の成績とその後の学生実績との相関などの分析は今後も継続する。来年度よ
り、因子分析など統計的ツールを用いた信頼性・妥当性の検証を行う準備を整えつつあ
る。
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D. 改善に向けた計画
2016 年 8 月に設置された IR 推進センターでは、入学時の成績から学年ごとの成績、
臨床実習の評価、卒業時の成績、卒後の進路、社会活動など個々の学生の業績を一元的
に管理するシステムの構築を始めている。
参考資料
403 医学教育への論文(入学後の成績に影響を与える要因は何か(医学教育
2008.39(6)397-406))
727 入学者選抜と入学後追跡調査(医学教育学大会和歌山

2014 年 中島

728 入学者選抜改革への新たな挑戦(医学教育学大会和歌山

昭)

2014 年 中島 昭)

学生の業績の分析を使用し、以下の項目について責任がある委員会へフィードバックを
提供すべきである。


学生の選抜（Q 7.3.3）

A. 質的向上のための水準に関する情報
学生の成績、進級状況、初期研修の状況などは必要に応じ医学部事務部学務課から
入試委員会に報告される。また入試委員会は医学教育企画室等から提供された解析結果
等の資料に基づいて入学者選抜の時期、方法等が検討される。
B. 質的向上のための水準に関する現状分析と自己評価
学生の成績などの業績は入試委員会にフィードバックされ、アドミッションポリシ
ーに則って入学者選抜に有効に活用されている。
C. 現状への対応
医師養成は社会のニーズに適切にこたえてゆく必要がある。地域枠など地域の実情
も踏まえ入学者選抜を実施する。
D. 改善に向けた計画
IR 推進センターに、進級、卒業、初期研修、専門医、社会活動などについて研修病
院、同窓会などの協力を得ながら一元的な情報管理システムを構築する。これをもとに
入学者選抜を改善する。
参考資料
403 医学教育への論文(入学後の成績に影響を与える要因は何か(医学教育
2008.39(6)397-406))
K17 医学部入試委員会議事録(第 1 回～第 8 回)
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学生の業績の分析を使用し、以下の項目について責任がある委員会へフィードバックを
提供すべきである。


カリキュラム立案（Q 7.3.4）

A. 質的向上のための水準に関する情報
学生の進級状況、成績などの業績は医学教育企画室が分析し、教務・学生指導委員
会にフィードバックされ、カリキュラムの立案に利用する。
カリキュラムの検討には教員間での情報共有が必要で、外部講師の招聘も含めた FD
を医学教育企画室、医学情報教育推進室が積極的に実施している。
2016 年度からは教務委員会内に学生、事務職員も正式メンバーとしたカリキュラム
委員会が発足し、授業を受ける学生からの評価も加えカリキュラム立案が行われる。
B. 質的向上のための水準に関する現状分析と自己評価
学生の成績、進級状況などの業績は教務・学生指導合同委員会へフィードバックさ
れカリキュラムの立案に寄与している。
2016 年度からはカリキュラム委員会に学生も委員として出席するため、学生からの
評価もカリキュラム立案に反映される。
C. 現状への対応
専門委員会へのフィードバックシステムは確立している。更なる強化を目指して学
生や事務職の意見も取り入れるように委員構成の改善を行い、その意見もフィードバッ
クし立案に反映できるようにする。
D. 改善に向けた計画
医学教育企画室、医学部 IR 委員会の連携の強化を図り、学生の業績評価の質を高め
る。
参考資料
707 平成 28 年度(2016 年度)医学教育企画室会議開催状況一覧
729 平成 27 年度(2015 年度)医学教育企画室開催記録
528 医学教育ワークショップ開催状況
学生の業績の分析を使用し、以下の項目について責任がある委員会へフィードバックを
提供すべきである。


学生カウンセリング（Q 7.3.5）
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A. 質的向上のための水準に関する情報
学生の出席状況や各教科の成績などの業績は学生個々に対応している指導教員にも
周知される。指導教員は指導会などで学生に個別指導を行う。特に成績などが不良な学
生には、指導教員と教務委員長などが授業料を負担している父兄も含めた三者面談を行
う。ここでは学習方法や試験への対応などの確認を行っている。ここでの情報は教務・
学生指導委員会にフィードバックされる。
学生のメンタル面での問題に関しては、指導教員や学生相談室が対応している。
B. 質的向上のための水準に関する現状分析と自己評価
学生のカウンセリングに関して、成績や出席状況など学務や学生指導にかかわるも
のは指導教員が学生にアドバイスを行う。この情報は必要に応じ教務・学生指導委員会
にフィードバックされる。メンタル面での問題に関してカウンセリングが学生相談室で
行われた場合は、守秘が強く守られており相談した学生名・内容などは公表されないが、
数量的フィードバックはされる。
C. 現状への対応
学生の出席状況や成績などの業績は指導教員を介して学生指導に用いられ、必要に
応じ教務・学生指導合同委員会にフィードバックされる。
個人の問題に関しては守秘が強く守られている。
指導教員への学生指導に関する注意は指導教員連絡会などで行っている。
D. 改善に向けた計画
学生が相談しやすいように相談終了時間の延長を検討する。
参考資料
K14 藤田学園 学生相談室規程
730 学生相談室体制(2012～2014 年)
K17 医学部指導教員懇談会議事録(2014～2015 年)
K17 医学部指導教員懇談会議事録(2016 年)
731 三者面談の実績
7.4 教育の協働者の関与
基本的水準：
医科大学・医学部は
•

プログラムのモニタと評価に次の評価者を含まなければならない。


教員と学生（B 7.4.1）



統轄と管理に関与するもの（B 7.4.2）
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質的向上のための水準：
医科大学・医学部は、
•

他の関連する教育の協働者に以下の項目をできるようにすべきである。


課程およびプログラムの評価の結果を閲覧することを許す。
（Q 7.4.1）



卒業生の業績に対する他のフィードバックを協働者に求める。（Q 7.4.2）



カリキュラムに対する他のフィードバックを協働者に求める。（Q 7.4.3）

注 釈：
▪

［他の関連する教育の協働者］には、教育には関わっていない大学教員や経営上
の教員の代表者のほか、地域社会や一般市民の代表者（例：患者とその家族など
医療提供システムの利用者）
、教育および健康管理の当局、専門家組織、医療分
野の学術団体、大学卒業後の教育者などの代表者が含まれる。

日本版注釈：
▪

日本の大学教員はすべてが学生の教育に関わるのが基本ではあるが、付設研究所
などの教員で教育には直接関与していない者が参加しても良い。

プログラムのモニタと評価に次の評価者を含まなければならない。


教員と学生（B 7.4.1）

A. 基本的水準に関する情報
プログラムのモニタと評価として
学生は授業評価アンケートを WEB 上で提出できる。各学年とも年に数回、教務・学
生指導合同委員会のメンバーのクラス担任が参加し、学年集会が開かれ、カリキュラム
や試験日程などに関する学生の考えをまとめる。その結果をクラス担任が教務・学生指
導委員会で報告する。2016 年度からカリキュラム委員会に学生も加わっている。学生
生活に関しては PSA 委員会が活動を 2015 年度から再開した。
教員は準備教育教員連絡会において初期学部教育に関する意見をまとめ、教務・学
生指導合同委員会で報告する。基礎医学に関しては講座教授が同委員会でプログラムの
問題点などを報告、検討される。
B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
教育プログラムは学生・教員からモニタ、評価され、教務・学生指導委員会にフィ
ードバックされる。この委員会での結果は毎回教授会に報告されプログラムの改善につ
ながっている。
2016 年度から学生もカリキュラム委員会でプログラム策定に参加している。
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C. 現状への対応
学生からのモニタと評価が 2016 年度から直接反映される仕組みを開始した。
D. 改善に向けた計画
学生を含めたプログラムのモニタと評価の結果をプログラム改善に反映させるシス
テムを構築する。
参考資料
732 2014 年度～2015 年度学年集会開催一覧
733 平成 28 年度分(2016 年度分)一般教養・準備教育教員会議開催案内
K17 学生参加の第 1 回カリキュラム委員会議事録
K17 学生参加の第 2 回カリキュラム委員会議事録
K14 藤田学園 PSA 規程
K14 藤田学園 PSA 規程施行細則(医学部)
734 平成 27 年度(2015 年度)医学部 PSA 委員会参加名簿
K17 平成 27 年度(2015 年度)第 1 回医学部 PSA 委員会議事録
プログラムのモニタと評価に次の評価者を含まなければならない。


統轄と管理に関与するもの（B 7.4.2）

A. 基本的水準に関する情報
教育プログラムの企画・運営は医学部教務・学生指導委員会、教授会が担っている。
学長が議長となり全学教学運営委員会が毎月開催されている。ここでは全学的な視点よ
り毎回、医学部長から教学上の問題点やエピソードが報告され検討されている。医療科
学部長など医学部以外の出席者からも教育プログラムの評価を受けている。
B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
プログラムの統轄と管理は教授会の任になる。全学的には学長指導下、全学教学運
営委員会が医学部以外のメンバーも含め開催され医学部教育全体を評価している。
学外有識者からの教育プログラムのモニタは行われていない。
C. 現状への対応
全学教学運営委員会へは IR 委員会からの報告も含まれており、学生生活や就学状況
の問題点も報告されている。
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D. 改善に向けた計画
大学のビジョンやプログラムなどの遂行に当たり、評価・改善すべき点を明確にす
るため、IR 委員会のさらなる充実を検討する。
参考資料
K17 全学教学運営委員会議事録(平成 27 年度(2015 年度)第 2 回第 3 回第 5 回)
他の関連する教育の協働者に以下の項目をできるようにすべきである。


課程およびプログラムの評価の結果を閲覧することを許す。（Q 7.4.1）

A. 質的向上のための水準に関する情報
医学部の教育課程は医学部ホームページ(http://www.fujita-hu.ac.jp/medicine/)
で学部の特色、学科概要(アドミッションポリシー、カリキュラムポリシー、ディプロ
ーマポリシーを含む)、教育施設・設備(スキルスラボ含む)、研究情報(研究室情報、教
員情報、研究助成、総合医科学研究所含む)、カリキュラム、シラバス、学則・諸規定、
学生便覧などすべて公開している。また入学希望者には入試要項を配布している。
プログラム評価に関しては大学案内
(http://www.fujita-hu.ac.jp/outline/index.html)に 2014 年度に認証された大学基
準協会での自己点検・自己評価報告書、認証評価結果を公開している。
B. 質的向上のための水準に関する現状分析と自己評価
医学部の教育課程、プログラム評価などをホームページ上で公開している。また受
験生には入試関連資料として大学案内なども配布し、情報公開に努めている。
C. 現状への対応
ホームページにはできるだけ新しい情報の提供に努力している。
D. 改善に向けた計画
医学部と学園ホームページを担当する広報部と教育情報を共有できるようにする。
参考資料
735 藤田保健衛生大学医学部(HP)
643 藤田保健衛生大学医学部 大学基準協会 自己点検・評価報告書(HP)
他の関連する教育の協働者に以下の項目をできるようにすべきである。


卒業生の業績に対する他のフィードバックを協働者に求める。（Q 7.4.2）
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A. 質的向上のための水準に関する情報
卒業生の業績や社会活動に関し、医学部同窓会、藤田学園同窓会の協力を得て情報
を収集している。医学部同窓会による卒業生の住所や勤務先の把握率は 95％である。
2012 年には医学教育企画室が医学部同窓会の協力で全卒業生に卒後の動向に関しアン
ケート調査を行った。また藤田学園同窓会では全卒業生の大学への意識調査を含めたア
ンケート調査を行っている。
卒後臨床研修の管理委員会では、地域医療機関の代表や患者・一般市民が委員とな
りフィードバックを受けている。
B. 質的向上のための水準に関する現状分析と自己評価
卒業生の業績や社会活動に関して同窓会の協力を得ながら情報収集している。学内
の卒業生も同窓会の運営にも携わっており、共同作業は行いやすい。
卒後臨床研修センターでは本学の教育病院で研修中の卒業生の業績は把握できてい
る。
他施設で研修した場合の対応ができていない。協力病院会などの関係強化に努める
必要がある。
C. 現状への対応
同窓会が行ったアンケートの回収率などは低い。卒業生の動向は大学の長期のアウ
トカムの評価に重要であり、IR 推進センターなど専門部門との協力で全学的に対応し
てゆく。
D. 改善に向けた計画
4 年前に動向調査を行った。次回は 2017 年に動向調査を再度実施する計画である。
入学から卒業後まで一貫した情報収集とデータベースの構築を行う。
参考資料
703 卒業生全員の動向調査(医学部同窓会 松井俊和 第 45 回日本医学教育学会大会
2013 年)
736 第 1 回

獨創一理ワークショップの記録(藤田学園同窓会企画)

737 平成 28 年度(2016 年度)臨床研修管理委員会名簿
他の関連する教育の協働者に以下の項目をできるようにすべきである。


カリキュラムに対する他のフィードバックを協働者に求める。（Q 7.4.3）
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A. 質的向上のための水準に関する情報
医学部のカリキュラムに関する医学部以外の教員によるフィードバックは全学教学
運営委員会などで可能である。
また本学には”アセンブリ”という全学共通教科があり委員会などは全学の教員が
参加しており意見交換は活発に行われている。
教員、職員は所属部門外の教育活動も担当しており、医学部と他部門との交流は盛
んである。
豊明市とは包括協定があり定期的に会議を行い、学生が豊明市の市民と協働して行
う教育活動のフィードバックを受けている。
交流協定がある日本福祉大学との間でお互いのカリキュラムや教育実践に関し意見
交換が行われている。
本学のカリキュラムの改善のため複数の企業と意見交換の場を設けている。
B. 質的向上のための水準に関する現状分析と自己評価
他学部、研究所の教員から医学部のカリキュラムに関する評価は行われている。
教育専門家などからの評価は、大学基準協会の認証時などでフィードバックを受け
ている。
他大学、行政、産業界からもフィードバックを受けている。
C. 現状への対応
多くの協働者からカリキュラム評価を受けているが、まだ学内での周知が少ない。
D. 改善に向けた計画
カリキュラムに対し多くの協働者から評価内容を教職員・学生に広く周知させるシ
ステム構築を検討する。
参考資料
K17 平成 27 年度(2015 年度)第 1 回・第 2 回豊明市打合せ議事録
738 豊明市との包括協定－学生が豊明市民と協働して行う教育活動
739 豊明市との包括協定書
740 豊明市長賞
741 日本福祉大学との産学連携に関する意見交換会
K17 複数の企業との意見交換会議事録
742 平成 27 年度(2015 年度)アセンブリⅢ報告会(豊明市民からの評価)
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８.

統括および管理運営
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8. 統轄および管理運営
8.1 統轄
基本的水準：
医科大学・医学部は
•

その統轄する組織と機能が、大学内での位置づけを含み規定されていなければな
らない。
（B 8.1.1）

質的向上のための水準：
医科大学・医学部は
•

•

統轄する組織として、委員会組織を設置し、下記の意見を反映させるべきである。


教員（Q 8.1.1）



学生（Q 8.1.2）



その他教育に関わる関係者（Q 8.1.3）

統轄業務とその決定事項の透明性を確保するべきである。（Q 8.1.4）

注 釈：
▪

[統轄]とは、医科大学・医学部を統治する活動および組織を意味する。統轄には、
主に方針決定、全般的な組織や教育プログラムの方針（ポリシー）を確立する過
程およびその方針を実行・管理することが含まれる。組織と教育プログラムの方
針（ポリシー）には通常、医科大学・医学部の使命、カリキュラム、入学者選抜
方針、教員の募集および選抜方針、実践されている医療や保健医療機関との交流
や連携も含まれる。

▪

医学部が大学の一部である場合、または大学と連携している場合、統轄組織にお
ける[大学内での位置づけ]が明確に規定される。

▪

[委員会組織]はその委員会、特にカリキュラム委員会の責任範囲を明確にする。
（B 2.7.1 を参照）
。

▪

[その他教育に関わる関係者]には、文部科学省や厚生労働省、保健医療機関、医
療提供システム、一般市民（例：医療の受給者）の代表者が含まれる。

▪

[透明性]の確保は、公報、web 情報、議事録の開示などで行う。

その統轄する組織と機能が、大学内での位置づけを含み規定されていなければならな
い。（B 8.1.1）
A. 基本的水準に関する情報
藤田保健衛生大学医学部は、医療科学部六学科とともに設置された医療系総合大学
である。藤田保健衛生大学学則において、各学部には教授会が置かれ、①学生の入学、
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卒業および課程の修了、②学位の授与、③教育研究に関する重要事項で、教授会の意見
を聴くことが必要なものとして学長が定めるものを審議することが定められている。従
って、学長のリーダーシップの下に各学部の教授会には、その教育に関する一定の権限
が委ねられている。すなわち、入学、休学、復学、編入学、退学、再入学、除籍、教育
課程、履修方法および試験、卒業および学位の授与等については、医学部を含む全学部
共通の原則が学則において定められており、医学部における教育課程、授業科目および
単位、履修および履修科目の評価、卒業資格は藤田保健衛生大学医学部規程、試験、欠
席、休学、復学、退学、除籍等の細則は藤田保健衛生大学医学部学生心得および規程に
定められている。
医学部には 3 つの教育病院がある。基礎系には 13 の講座に 13 名の講座教授を含む
54 名の教員、教養には 2 名の学科目教授と 5 名の教育教授を含む 17 名の教員が配置さ
れている。臨床系には 39 の講座、22 の講座外部門、3 つの病院所属部門、6 つの寄附
講座があり、それぞれに講座教授、講座外部門教授、臨床教授、病院教授等を配置して
いる。基礎、教養、臨床各分野の医学教育において上述の教員が中心的な役割を果たし
ており、教務関連委員会もそれらの教員を構成員として組織されている。さらに、藤田
保健衛生大学の附属研究機関である総合医科学研究所と共同利用研究施設が設置され
ており、所属部門も学部教育に参画している。
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B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
医学部を統轄する組織と機能は、藤田保健衛生大学全学での位置づけを含めて明確
に規定されている。
C. 現状への対応
学長、医学部長のリーダーシップを前提としつつ、その意思決定を支える各種委員
会組織が増加し、多くの教員にとって過剰な負担となっている恐れがある。透明性を確
保することによって効率的かつ民主的な合意形成を両立させた運営が図られる必要が
ある。
D. 改善に向けた計画
教学 IR 活動を通して、教育効果の検証を定期的継続的に行い、本学が社会の要請す
る医師を育成できているか絶えず検証し、統括する構造と機能を最適化する努力を続け
るとともに、委員会機能の重複を避け、効率的な運営を目指したい。
参考資料
801 藤田保健衛生大学組織図

(本文中)

K14 藤田保健衛生大学学則
K14 藤田保健衛生大学医学部学生心得及び規程
518 医学部教員一覧(電話帳)
統轄する組織として、委員会組織を設置し、下記の意見を反映させるべきである。


教員（Q 8.1.1）

A. 質的向上のための水準に関する情報
医学部内で議決が必要な事項は教授会で審査される。教授会の議長は医学部長が務
め、講座および学科目教授、3 つの教育病院院長、総合医科学研究所長、藤田記念七栗
研究所長から構成される。教授会では、教育研究にかかわる重要な規則等の制定改廃、
教授を含む教員人事、学生の在籍・卒業認定・懲戒や学位授与に関する方針等が決定さ
れる。
なお、医学部長のリーダーシップのもとに医学部の組織管理・運営を効率的に行う
ため、医学部長、副医学部長、教務委員長、学生指導委員長、医学教育企画室長、事務
部長、学務課長など医学部執行部による会議(執行部会議)が毎週開催されている。執行
部会議は医学部の教育研究ならびに運営に関する重要事項の検討を行い、医学部教授会
に諮る。
医学部生の教育に関する事項を審議するために教務委員会が置かれている。教務委
員会委員長は医学部長が任命する。教務委員会は、教養、基礎、臨床医学の教員、医学
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教育企画室室員、事務部職員により構成されている。教務委員会の審議結果は、定期的
に教授会に報告され、教員に伝達される。医学部学生の生活指導、福利厚生に関する事
項を審議するために学生指導委員会が設置されている。学生指導委員会委員長は医学部
長が任命する。学生指導委員会は教養、基礎、臨床医学の教員、事務部職員により構成
されている。学生指導委員会の審議結果も、定期的に教授会に報告され、教員に伝達さ
れる。教務委員会と学生指導委員会は通常合同委員会として開催される。各部門を構成
する教員の意見は講座内会議、基礎教養連絡会議などで収集され、フィードバックされ
ている。
B. 質的向上のための水準に関する現状分析と自己評価
教育に関する各種委員会には教授以外の委員が繰り込まれており、その意見を反映
させる仕組みができている。一方で、基礎系、臨床系講座における教員意見の集約が各
講座内で十分なされているかどうか検証はなされていない。
C. 現状への対応
基礎系、臨床系講座における教員意見を集約は各講座に任されているのが現状であ
る。
D. 改善に向けた計画
医学部教員全体の意見集約に関して、今後システム改善を図っていく。
参考資料
K07 教務関係委員会の組織図
K14 藤田保健衛生大学医学部教授会規程
K14 藤田保健衛生大学医学部教務・学生指導合同委員会規程
K14 藤田保健衛生大学医学部教務委員会規程
K14 藤田保健衛生大学医学部学生指導委員会規程
K17 教養系・基礎医学系教員連絡会議平成 27 年度(2015 年度)第 2 回議事録
統轄する組織として、委員会組織を設置し、下記の意見を反映させるべきである。


学生（Q 8.1.2）

A. 質的向上のための水準に関する情報
学生が委員として参画する委員会にカリキュラム委員会、Professor Student
Association(PSA)委員会がある。前者はカリキュラム編成、カリキュラムの改善・充実、
カリキュラムの点検・評価に関する事項、後者は福利厚生や学生の生活指導、学生心得
の遵守に関する事項等を協議する。また Institutional research(IR)活動の一環とし
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て実施している学生生活・学修実態調査結果の分析結果や(分析結果)、IR 部門による
学生ヒアリングを通して得た学生の意見を医学部教育・運営に反映させている。さらに、
授業アンケートを定期的・継続的に実施しており、その結果を担当教室(教員)へフィー
ドバックすることを介し、学生意見を教育内容に反映させている。加えて、教員が数名
の学生を指導学生として受け持って生活面等に関する指導実施ならびに意見聴取をし、
指導教員懇談会を通して医学部の運営にフィードバックさせる指導教員制度を設けて
いる。試験日程などは各学年担任を通して各学年クラス委員に意見聴取がなされ、必要
に応じて修正を加えるなど学生の意見を反映させている。
B. 質的向上のための水準に関する現状分析と自己評価
様々な形態で学生の意見を聞き、教育に反映させている。カリキュラム委員会では、
本年導入されたばかりではあるが、3 ポリシーの検討を行うなどカリキュラム改革に参
加している。
C. 現状への対応
既存の委員会等を定期的に開催し、またパフォーマンスを高め、学生の意見を積極
的に聞き、教育・運営に反映させていく体制を維持する。
D. 改善に向けた計画
学生の意見を反映させたことにより教育効果が高まるのかどうかについて IR 活動を
通して評価できる仕組みを準備しておく。
参考資料
K14 藤田保健衛生大学医学部カリキュラム委員会内規
K14 藤田学園 PSA 規程
802 クラス委員と学年集会の実績(平成 27 年度(2015 年度))
統轄する組織として、委員会組織を設置し、下記の意見を反映させるべきである。


その他教育に関わる関係者（Q 8.1.3）

A. 質的向上のための水準に関する情報
医学部事務部職員は、教務委員会、学生指導委員会、カリキュラム委員会、PSA 委員
会、自己点検自己評価委委員会、医学部 MOU 国際交流委員会等の委員として参画してい
る。医学部における多職種連携教育の推進を目的として、医学教育企画室には、病院看
護部から看護職員の派遣を受けている。1 年生時には早期臨床体験実習を実施しており、
病院の看護部、事務局、検査部、食養部、放射線部、薬剤部の協力を得るとともに、そ
れらの部門からのフィードバックを受けている。また 1 年生時の医療コミュニケーショ
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ン実習では篤志献体団体(不老会)の会員との面接実習を行い、そのフィードバックを受
けている。全学共通科目であるアセンブリでは、2 年の学生に地域との連携を図るプロ
グラムが行われており、そのプログラムには行政や各種団体のフィードバックが得られ
ている。
B. 質的向上のための水準に関する現状分析と自己評価
1 年生の教育時における病院や篤志献体団体から、また 2 年次のアセンブリでは地域
からのフィードバックはあるものの、教育に関わる事務部職員・看護部職員以外の関係
者が医学教育に関連した委員会に常時参画する仕組みはできていない。
C. 現状への対応
一般の立場の方が教育内容を評価できる仕組みを作ることの必要性を検討している。
D. 改善に向けた計画
一般の立場の方が教育内容を評価できる仕組みを作ることの必要性を検討した結果、
必要であると判断されたら組織形成を行う。
参考資料
624 医学教育企画室・医学情報教育推進室メンバー表
K03 早期臨床体験(M1 シラバス 231～239 ページ)
K03 医療コミュニケーション(M1 シラバス

102～105 ページ)

統轄業務とその決定事項の透明性を確保するべきである。（Q 8.1.4）
A. 質的向上のための水準に関する情報
各種委員会が統括する業務と意思決定上の機能は規約に明示されている。審議内容
は議事録に記録されている。議事録や組織の所轄事項の一部は、学内に限り閲覧が可能
である。
B. 質的向上のための水準に関する現状分析と自己評価
現状において、最低限の透明性が確保されているが、積極的な情報公開を実施出来
ている段階にはないと考えている。
C. 現状への対応
各種委員会の規約および統轄業務とその決定事項について点検し、学内および学外
への情報公開レベルを決定していく。
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D. 改善に向けた計画
各種委員会の規約および統轄業務とその決定事項について、効率化と意思の共有化
を目指して可視化していく。
参考資料
803 全学教学運営委員会だより(HP)
641 医学教育企画室概要(HP)
8.2 教学のリーダーシップ
基本的水準：
医科大学・医学部は
•

医学教育プログラムの定義と運営に向けた教学のリーダーシップの責務を明確
に示さなければならない。
（B 8.2.1）

質的向上のための水準：
医科大学・医学部は
•

教学におけるリーダーシップの評価を、医科大学・医学部の使命と教育成果につ
いて定期的に行うべきである。（Q 8.2.1）

注 釈：
▪

[教学のリーダーシップ]とは、教育、研究、臨床における教学の事項の決定に責
任を担うポジションにある人を指し、学長、学部長、学部長代理、副学部長、講
座の主宰者、コース責任者、機構および研究センターの責任者のほか、常置委員
会の委員長（例：学生の選抜、カリキュラム立案、学生のカウンセリング）など
が含まれる。

医学教育プログラムの定義と運営に向けた教学のリーダーシップの責務を明確に示さ
なければならない。（B 8.2.1）
A. 基本的水準に関する情報
医学部教育に関連する運営については、組織図のように定められている。学長は、
校務をつかさどり、本学に所属する教職員を統督する。副学長は学長を助け、かつ学長
の命を受けて校務をつかさどり、学長補佐は学長を助ける。医学部長は医学部に関する
校務をつかさどる。医学教育の計画に必要な、定員、休業日等については大学学則に規
定されており、学長は必要により休業日を変更し、または休業日に実習・見学等を行う
ことができる。医学部教授会は医学部長が招集し、教授会の議長となる。学生の異動(入
学・休学・転学・退学)については、医学部教授会において審議された結果を受けて学
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長が許可ないし命じる。卒業および学位については、医学部教授会の審議結果を受けて
学長が認定し授与する。学生の懲戒については、医学部教授会の審議結果を受けて学長
が行う。予算計画、予算配分の調整等については、藤田学園予算管理規定に定められて
おり、予算統括責任者は理事長である。
B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
教学のリーダーシップを構成する学長、学長補佐、医学部長、医学部教授会の責務
は明確に規定されている。
C. 現状への対応
特になし
D. 改善に向けた計画
今後、使命および教育成果が修正された場合には、これを踏まえて教学のリーダー
シップについて再検討する。
参考資料
K07 教務関係委員会の組織図
K14 藤田保健衛生大学学則
K14 藤田保健衛生大学全学教学運営委員会規程
教学におけるリーダーシップの評価を、医科大学・医学部の使命と教育成果について定
期的に行うべきである。（Q 8.2.1）
A. 質的向上のための水準に関する情報
学長を委員長をとする藤田保健衛生大学自己点検・評価委員会の下部組織として、
医学部長を委員長とする医学部自己点検自己評価委員会が設置されており、当委員会に
て教育水準の向上を図り、これらの活動等につき現状を的確に把握し、自ら点検・評価
する。学長の下に institutional research(IR)部門を設置し、学修時間・教育の成果
等に関する情報の収集・分析を専門に行う。
B. 質的向上のための水準に関する現状分析と自己評価
上記のように、教学におけるリーダーシップは IR 部門と自己点検・評価委員会で評
価されている。
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C. 現状への対応
IR 部門に関しては、これまでは医学部・医療科学部の各委員会が連合した形になっ
ていたが、その機能を十分発揮させるため専従職員を置いた IR 推進センターが、2016
年 8 月 1 日付で設置されたところである。
D. 改善に向けた計画
医学教育プログラムについて、大学内外有識者を含めた評価体制の確立を考慮する。
参考資料
K14 藤田保健衛生大学自己点検・評価委員会規程
K14 藤田保健衛生大学 IR 委員会規程
K14 藤田保健衛生大学 IR 推進センター規程
K17 医学部自己点検自己評価委員会議事録
8.3 教育予算と資源配分
基本的水準：
医科大学・医学部は
•

カリキュラムを遂行するための教育関係予算を含む責任と権限のある範囲を明
示しなければならない。
（B 8.3.1）

•

カリキュラムの実施に必要な資源を配分し、教育上のニーズに沿って教育資源を
分配しなければならない。
（B 8.3.2）

質的向上のための水準：
医科大学・医学部は
•

意図した教育成果を達成するために、教員の報酬を含む教育資源配分の決定につ
いて適切な自己決定権をもつべきである。
（Q 8.3.1）

•

資源の配分においては、医学の発展と社会の健康上のニーズを考慮すべきであ
る。
（Q 8.3.2）

注 釈：
▪

[教育予算]はそれぞれの機関と国の予算の執行に依存し、医科大学・医学部での
透明性のある予算計画にも関連する。

▪

[資源配分]は組織の自律性を前提とする（1.3 の注釈を参照）。

▪

[教育予算と資源配分]は学生と学生組織への支援をも含む（B 4.3.3 および 4.4
の注釈を参照）
。
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カリキュラムを遂行するための教育関係予算を含む責任と権限のある範囲を明示しな
ければならない。（B 8.3.1）
A. 基本的水準に関する情報
本学園の予算に関しては、藤田学園経理規程および藤田学園予算管理規程に基づき
編成される。法人本部経営改善室にて予算編成方針を作成し、理事会承認後、各拠点に
予算編成方針が下される。そのガイドラインに沿って各部門が活動計画や実績見込みを
基に予算案を作成、医学部はそれを取りまとめ法人本部予算管理室に提出する。学園全
体の予算を調整後、理事会にて予算案が承認され、予算が執行される。教育関連予算は、
医学部長が予算責任者として予算を執行する。医学部の教育関連予算は、積み上げ方式
をとっている。実習費などは、実習を行う各科目実習責任者から次年度実習費申請があ
り、それを実習運営委員会で精査し、医学部長に上申する。医学部長の権限の下、予算
の妥当性を確認し、予算に落とし込まれている。決定された予算は、医学部長から実習
責任者に配分される。ただし、備品購入にあたり、その額が 30 万円以上になる場合は、
申請書により、申請書を審議する会(藤田学園寄附行為施行細則第 12 条第 1 項)にて承
認を得る必要がある(500 万以上 5000 万未満は常務会承認、
5000 万以上は理事会承認)。
教養・基礎系に関しては実習運営委員会が、臨床系に関しては教務委員長が、カリ
キュラムを遂行するための教育関係予算を含む責任と権限を負っているが、最終的な責
任と権限は、医学部長が負っている。
B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
カリキュラムを遂行するための予算を含む責任と権限などは藤田学園の規定に明示
され、それらは確実に実施されている。
C. 現状への対応
なし。
D. 改善に向けた計画
なし。
参考資料
K14 藤田学園予算管理規程
K14 藤田学園経理規程
カリキュラムの実施に必要な資源を配分し、教育上のニーズに沿って教育資源を分配し
なければならない。（B 8.3.2）
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A. 基本的水準に関する情報
講義室(大中)、SGL(Small group learning)室、IT 学習室、実習室は、翌年度の時間
割作成段階で、学務課が教室予約システムで日程調整を行い、教室等の重複トラブルを
防いでいる。
体育実技で使用するアセンブリホール(体育館)やグランドは、大学組織である学事
部が管理しており、担当教員と学事部で日程調整を行い、他学部・学校との重複トラブ
ルを防いでいる。また、CS(Clinical simulation)フロアにあるタスク室およびシミュ
レーション室は、4 学年基本的診療技能Ⅱ等で使用しているが、シミュレーション機器
と合わせて、スキルスラボ管理室がそれを管理している。利用に関しては、医学部授業
が優先される運用がされている。
教育予算である本学競争的教育改革助成費(学長裁量経費)は、教育の質の向上に資
する目的で医学部および医療科学部からの申請に対して支給される助成費であり、申請
の選考は、学長、両学部長と教育担当の学長補佐によって調整されており、教育上のニ
ーズに沿った分配がされている。
医療系の総合学園として、特定領域の医学部教員は医療科学部・看護専門学校の授
業を兼任している。また、医学部に在籍する教養系教員は少なく、医学部が開講する教
養科目は、医療科学部から教員を派遣してもらっていることから、大学内で教育的資源
を分配できている。なお、カリキュラムの実施に必要な教員の配置は、科目コーディネ
ーターの権限で講座の枠を超えて教育上のニーズに沿った編成がされている。
B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
カリキュラムの実施に必要な教育施設や教職員の配分はできている。教養・基礎系
教員からは医療科学部の兼務時間の問題、また臨床系の教員からは研究時間確保が難し
い点などの問題が提起されている。
C. 現状への対応
カリキュラムの変更(臨床実習期間増等)により、医学部臨床系教員の教育負担が更
に増えることが想定されるため、医療科学部に対して教員派遣の削減を求め、医学部・
医療科学部の副学部長と事務部長を交えて話し合いの場を持つなど問題解決を図って
いる。また学生から特に試験前に教室を自習室として開放してほしい等の要望が出るが、
これにも適切に対応するようにしている。
D. 改善に向けた計画
臨床実習期間の増加に伴う臨床系教員の教育負担を調査し、医学部と医療科学部の
両学部における教員の兼任状況を適正配分に向けて調整する。
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参考資料
K14 藤田保健衛生大学競争的教育改革助成費規程
意図した教育成果を達成するために、教員の報酬を含む教育資源配分の決定について適
切な自己決定権をもつべきである。（Q 8.3.1）
A. 質的向上のための水準に関する情報
教員の報酬については、大学教員職群の等級に基づいて給与規定に定められている
他、教学上重要な役割を担う役職である学部長、副学部長、教務委員長、学生指導委員
長、医学教育企画室長、医学情報教育推進室長、図書館長、学生部長には役職手当を支
給している。さらに、一次評価者を講座教授が、二次評価者を医学部長が務める教員評
価も行われており、昇給や賞与に反映されている。また、講座の新設や改廃等は、理事
会の審議案件になっているが、講座外部門の設置や改廃等については、学長の下、評価
委員会にて立案し、教授会にて審議の上、理事会で決議される。医学部長は評価委員会
の構成員および理事として理事会に加わっており、医学部長の意向は反映される仕組み
となっており、適切な自己決定権をもっている。
B. 質的向上のための水準に関する現状分析と自己評価
教員の報酬を含む教育資源配分の決定について、医学部は適切な自己決定権を持っ
ている。
C. 現状への対応
教員のモチベーションになるように、2016 年度から新教員評価制度を導入すること
になった。
D. 改善に向けた計画
教員の報酬を含む教育資源配分の方法および教員評価制度について、定期的な検証
を行う。
参考資料
K14 学校法人藤田学園給与規程
K14 藤田保健衛生大学医学部講座外部門規程
資源の配分においては、医学の発展と社会の健康上のニーズを考慮すべきである。
（Q 8.3.2）
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A. 質的向上のための水準に関する情報
寄附講座や 4 センター(研究支援推進センター、国際交流推進センター、地域連携教
育推進センター、産学連携推進センター)を医学の発展と社会の健康上のニーズを考慮
し設置した。
寄附講座は、2007 年度「臓器移植再生医学」講座が新設され、その後 2008 年度 1
講座、2010 年度から 2013 年度に亘り毎年 1 講座、2015 年度 3 講座を開設するとともに
2013 年度には共同研究講座を新設した。
また、4 センターのうち、研究支援推進センターは大学病院臨床研究センターから
2014 年度の組織変更を経て、大学組織に設置され、最先端医療提供への橋渡しとなる
臨床研究や開発研究、地検の実施・支援・推進している。また、国際交流推進センター、
地域連携教育推進センターおよび産学連携推進センターは、教育と社会貢献の質的向上
に資するため、2014 年度に新設されている。
B. 質的向上のための水準に関する現状分析と自己評価
センターの開設など、医学の発展と社会の健康上のニーズを考慮したうえ資源配分
が行われている。
C. 現状への対応
地域社会や行政なども含め多方面からニーズを把握するため、定期的に情報交換を
する場を設けている。
D. 改善に向けた計画
なし。
参考資料
K14 藤田保健衛生大学寄附講座及び寄附研究部門規程
K14 藤田保健衛生大学共同研究講座規程
K14 藤田保健衛生大学研究支援推進センター規程
K14 藤田保健衛生大学国際交流推進センター規程
K14 藤田保健衛生大学地域連携教育推進センター規程
K14 藤田保健衛生大学産学連携推進センター規程
8.4 事務組織と運営
基本的水準：
医科大学・医学部は
•

以下のことを行うのに適した事務組織および専門組織を設置しなければならな
い。
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教育プログラムと関連の活動を支援する（B 8.4.1）



適切な運営と資源の配分を確実に実施する（B 8.4.2）

質的向上のための水準：
医科大学・医学部は
•

定期的な点検を含む管理運営の質保証のための制度を作成し履行すべきである。
（Q 8.4.1）

注 釈：
▪

[事務組織]とは、方針決定と方針ならびに計画の履行を支援する管理運営組織の
職位と人材を意味し、運営上の組織的構造によって異なるが―学部長室・事務局
の責任者、スタッフ、財務の責任者、予算および財務局のスタッフ、入試事務局
の責任者およびスタッフ、プランニング、人事、IT の各部門の責任者およびス
タッフが含まれる。

▪

[運営]とは、組織と教育プログラムの方針（ポリシー）に基づく執行に主に関わ
る規則および体制を意味し、これには経済的、組織的な活動、すなわち医科大学
内の資源の実際の配分と使用が含まれる。組織と教育プログラムの方針（ポリシ
ー）に基づく執行は、使命、カリキュラム、入学許可、教員募集、および外部と
の関係に関する方針と計画を実行に移すことを含む。

▪

[事務組織の適切性]とは、必要な能力を備えた事務職の人員体制を意味する。

▪

[管理運営の質保証のための制度]には、改善の必要性の検討と運営の検証が含ま
れる。

以下のことを行うのに適した事務組織および専門組織を設置しなければならない。


教育プログラムと関連の活動を支援する（B 8.4.1）

A. 基本的水準に関する情報
医学部の事務組織は学務課、庶務課、用度課で構成されている。学務課は授業支援、
成績管理等、庶務課は入試運営、教員選考等、用度課は実習備品・施設管理等を行って
いる。医学部専門組織としては、医学教育企画室(教育分析、FD)および医学情報教育推
進室(e-ラーニング、ICT)が開設されており、医学部事務職員が兼務職員として在籍し
ている。また、大学教育を支援する組織として、学事部学事課(アセンブリ等)、学事部
教育情報企画課(教材作成)、図書館ビジュアルセンター(視聴覚教材作成)、スキルスラ
ボ(シミュレーション教育)があり、医学教育を総合的に支援する体制が構築されている。
また、1 年生で行われる早期臨床体験や臨床実習は、大学病院の事務局のみならず看護
部、薬剤部、放射線部、中央診療部などと協働して対応している。
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B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
教育プログラムの遂行に適切な事務組織および専門組織が配置されている。
C. 現状への対応
ICT 教育の強化にあたり、専門組織である医学情報教育推進室の人的支援が不可欠で
あるが、学内に人的な余裕はなく、早急に人材育成または採用が必要である。
D. 改善に向けた計画
プログラム評価のためのデータ収集管理を一元的に行う IR 推進センターを設置した
が、その活動内容を今後検討する必要がある。活動内容によっては、人的資源の配分も
必要となるが、IR に関しては医学部のみならず、大学の体制を整える必要があり、今
後検討しなければならない。
参考資料
624 医学教育企画室・医学情報教育推進室メンバー表
K14 藤田保健衛生大学 IR 委員会規程
K14 藤田保健衛生大学 IR 推進センター規程
804 IR 推進センター構成員
K06 学校法人藤田学園組織図
K14 藤田保健衛生大学医学部医学教育企画室規程
K14 藤田保健衛生大学医学部医学情報教育推進室規程
以下のことを行うのに適した事務組織および専門組織を設置しなければならない。


適切な運営と資源の配分を確実に実施する（B 8.4.2）

A. 基本的水準に関する情報
医学教育を支援する専門組織である医学教育企画室と医学情報教育推進室の適切な
運営と資源配分(予算立案含む)が確実に行えるよう医学部事務職員を兼務で配置して
いる。スキルスラボは、年間延べ 13,000 人が利用するシミュレーションセンターであ
り、看護部からの出向看護師をおくとともに医学部事務職員も配置し、利用者がストレ
スなく使用できる環境を整えている。
また、大学事務部連絡会(大学事務組織の課長以上)は月 1 回、大学事務部長連絡会(医
学部、医療科学部の各事務部長と学事部長、企画部長の 4 名)を月 2 回開催し、大学全
体の情報共有や協議を行っている。
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B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
適切な事務組織および専門組織が配置され、資源が配分できている。配分された予
算が適切に執行されているかについては、予算管理システムにより各部門で行われてい
る。
C. 現状への対応
なし。
D. 改善に向けた計画
予算立案から予算執行について、その適切性を検証するシステムを構築する必要が
ある。
参考資料
K14 藤田学園事務部長会規程
定期的な点検を含む管理運営の質保証のための制度を作成し履行すべきである。
（Q 8.4.1）
A. 質的向上のための水準に関する情報
定期的な点検を含む管理運営の質保証は、藤田保健衛生大学自己点検・評価委員会
規程に則り、実施しており、2014 年度大学基準協会の認証評価を受審し、
「適合」と認
定された。また、医学部においても自己点検自己評価委員会(事務職員含む)が設置され
ており、定期的に点検を行っている。さらに。管理運営の質保証を検証するため、大学
に 2015 年度に IR 委員会を発足し、医学部にも部会を置き、活動を始めている。
B. 質的向上のための水準に関する現状分析と自己評価
管理運営の質保証のために大学に IR 委員会を、医学部に IR 部門(部会)を設置した。
2015 年度は「学生生活・学修実態調査」のアンケート結果の分析を行い、その結果を
ホームページに公表した。今後 IR 部門の活動を活性化するために、その原資となるデ
ータが一元管理していないことから、現データベースの問題点を把握して整備する必要
がある。
C. 現状への対応
2016 年度以降の医学部 IR 部門の活動を、医学部としての活動をふまえたリサーチク
エスチョンにも対応できるよう検討を行っている。また、2016 年 8 月には全学組織と
して IR 推進センターが設置された。
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D. 改善に向けた計画
医学部 IR 部門を活性化して、分析結果を継続的・戦略的に提供するため、解析環境
を整備するとともにデータ利用の運用方法を定める必要があり、検討に入った。
参考資料
K14 藤田保健衛生大学自己点検・評価委員会規程
643 藤田保健衛生大学医学部 大学基準協会 自己点検・評価報告書(HP)
K14 藤田保健衛生大学 IR 委員会規程
K14 藤田保健衛生大学 IR 推進センター規程
8.5 保健医療部門との交流
基本的水準：
医科大学・医学部は
•

地域社会や行政の保健医療部門や保健医療関連部門と建設的な交流を持たなけ
ればならない。
（B 8.5.1）

質的向上のための水準：
医科大学・医学部は
•

スタッフと学生を含め、保健医療関連部門のパートナーとの協働を構築すべきで
ある。
（Q 8.5.1）

注 釈：
▪

[建設的な交流]とは、情報交換、協働、組織的な決断を含む。これにより、社会
が求めている能力を持った医師の供給が行える。

▪

[保健医療部門]には、公立、私立を問わず、医療提供システムや、医学研究機関
が含まれる。

▪

[保健医療関連部門]には、―問題や地域組織に依存するが― 健康増進と疾病予
防（例：環境、栄養ならびに社会的責任）を行う機関が含まれる。

▪

[協働を構築する]とは、正式な合意、協働の内容と形式の記載、および協働のた
めの連絡委員会や協働事業のための調整委員会の設立を意味する。

地域社会や行政の保健医療部門や保健医療関連部門と建設的な交流を持たなければな
らない。（B 8.5.1）
A. 基本的水準に関する情報
地域の病院や診療所等で学生実習を実施し、厚生労働省や保健所等地方行政機関の
職員による講義や実習を実施するとともに、指導医講習会等を開催し交流を持つ。中央
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省庁や地方行政機関と政策決定過程および補助金事業関連で助言や情報交換を含む建
設的な交流を持つ。また近隣の地域社会とは積極的に保健医療の部門で建設的な交流を
行い、行政等からの依頼により教職員による出張講義も実施している。
B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
指導医講習会を定期的に開催し、地域の病院や診療所に所属する指導医と交流して
いる。文部科学省、農林水産省の委員会等に参画し、各省庁と情報交換や協働を行って
いる。
C. 現状への対応
地域においては指導医講習会の内容の充実や頻度を増やすことにより交流を深める。
行政機関との協働の実態についての情報を全学部的に収集し、戦略的に対応することを
検討する。
D. 改善に向けた計画
IR 推進センターを中心に、自己点検データを、一元的に収集管理し、提言する仕組
みを検討する。
参考資料
K17 地域連携教育推進センター・豊明市健康福祉部との定例会議議事録
805 出張講義一覧
806 平成 27～28 年度(2015～2016 年度)地域医療実習施設一覧
スタッフと学生を含め、保健医療関連部門のパートナーとの協働を構築すべきである。
（Q 8.5.1）
A. 質的向上のための水準に関する情報
社会人基礎力をつけチーム医療の基盤を形成するため、全学の学生・教員は混成チ
ームを作り多様な社会活動をするプログラム“アセンブリ”に参加する。ここでは、
“ま
ちかど保健室“、障害のあるアスリートを支援するプログラム、商店街の空き家を利用
した地域活性化プロジェクトなど、地域社会との連携を目指したものや大学病院での患
者・家族支援なども含まれている。3 年 4 年次にはチームで学びあう TBL(Team Based
Learning)も実施し、これには他大学学生さらには保健センターや社会福祉関連の団体
の参加もある。

220

B. 質的向上のための水準に関する現状分析と自己評価
地域の保健医療関連のパートナー、スタッフ、学生が協働し社会貢献活動を行うプ
ログラムを藤田学園の全学生が参加する形で構築している。
C. 現状への対応
学生の時からアセンブリ教育をさらに推し進め、早い段階でチーム医療に必要な協
調性、多職種間の連携意識を高めることをさらに推進させる。
D. 改善に向けた計画
今後は、アセンブリ教育を通じてチーム医療を進めるとともに在宅医療学拠点など
を通じた地域医療現場での多職種連携を推進し、現場での実践を通じた多職種連携教育
が展開していきたい。
参考資料
111 アセンブリポータルサイト
808 アセンブリⅡ活動報告書
809 アセンブリⅢ報告会記録と豊明市長賞などの記録
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継続的改良
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９. 継続的改良
基本的水準：
医科大学・医学部は、活力を持ち社会的責任を果たす機関として
•

機関の組織と機能を定期的に自己点検し改善しなくてはならない。（B 9.0.1）

•

明らかになった課題を修正しなくてはならない。（B 9.0.2）

•

継続的改良のための資源を配分しなくてはならない。（B 9.0.3）

質的向上のための水準：
医科大学・医学部は
•

教育改善を前向きの調査と分析、自己点検の結果、および医学教育に関する文献
に基づいて行なうべきである。（Q 9.0.1）

•

教育改善と再構築は過去の実績、現状、そして将来の予測に基づく方針と実践の
改定となることを保証するべきである。（Q 9.0.2）

•

改良のなかで以下の点について取り組むべきである。


学是や教育成果を社会の科学的、社会経済的、文化的発展に適応させる。（Q
9.0.3）（1.1 参照）



卒後の環境に必要とされる要件に従って目標とする卒業生の教育成果を修
正する。修正には卒後研修で必要とされる臨床技能、公衆衛生上の訓練、患
者ケアへの参画を含む。（Q 9.0.4）（1.4 参照）



カリキュラムモデルと教育方法が適切であり互いに関連付けられているよ
うに調整する。（Q 9.0.5）（2.1 参照）



基礎医学、臨床医学、行動および社会医学の進歩、人口動態や集団の健康/
疾患特性、社会経済および文化的環境の変化に応じてカリキュラムの要素と
要素間の関連を調整する。最新で適切な知識、概念そして方法を用いて改訂
し、陳旧化したものは排除されるべきである。（Q 9.0.6）（2.2 から 2.6
参照）



目標とする教育成果や教育方法に合わせた評価の方針や試験回数を調整し、
評価方法を開発する。（Q 9.0.7）（3.1 と 3.2 参照）



社会環境や社会からの期待、求められる人材、初等中等教育制度および高等
教育を受ける要件の変化に合わせて学生選抜の方針、選抜方法そして入学者
数を調整する。（Q 9.0.8）（4.1 と 4.2 参照）



必要に応じた教員の採用と教育能力開発の方針を調整する。
（Q 9.0.9）
（5.1
と 5.2 参照）



必要に応じた（例えば入学者数、教員数や特性、そして教育プログラム）教
育資源の更新を行なう。（Q 9.0.10）（6.1 から 6.3 参照）



教育プログラムの監視ならびに評価過程を改良する。（Q 9.0.11）（7.1 か
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ら 7.3 参照）
•

社会環境および社会からの期待の変化、時間経過、そして教育に関わる多方面の
関係者の関心に対応するために、組織や管理・運営制度を開発・改良する。（Q
9.0.12）（8.1 から 8.5 参照）

医科大学・医学部は、活力を持ち社会的責任を果たす機関として


機関の組織と機能を定期的に自己点検し改善しなくてはならない。（B 9.0.1）

A. 基本的水準に関する情報
藤田保健衛生大学は、公益財団法人大学基準協会による認証評価に適合の認定を受
けている(認定期間：2015 年 4 月 1 日～2022 年 3 月 31 日)。また、2016 年 2 月には臨
床研修指定病院機能評価を受審し、高い評価を受けた(臨床研修指定病院機能評価)。さ
らに、2016 年には大学事務革新推進室が設置され、事務機能の自己点検と効率化や見
直しが行われている。加えて、医学部長を委員長とする医学部自己点検自己評価委員会
が設置され、学生教育、生活指導、管理運営の多方面にわたって自己点検自己評価とそ
れに基づく対策が継続的に行われている。医学教育の具体的内容に関しては医学教育企
画室による評価・見直しや、学生による授業アンケート等が実施され、教授会において
報告・確認される。また 2015 年には医学部 IR 部門が設置(2016 年 8 月に IR 推進セン
ター医学部分室に改組)され、戦略的な分析評価が行われるようになっている。
B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
教務委員長、学生指導委員長、医学教育企画室長、事務部長、学務課長ら、関係部
門の責任者を構成員とする医学部自己点検自己評価委員会に集約させ医学部長のリー
ダーシップが発揮できるシステムを整備した。さらに、IR 推進センターは個々の活動
からは独立した立場で点検評価、改善のための提言を行う部門として設置され、活動し
ている。
C. 現状への対応
IR 推進センター医学部分室の構成員は事務部職員、大学事務革新推進室・室員、医
学教育企画室・室員の教員、臨床、基礎、教養の各教員であるが、現状ではいずれも兼
務となっている。また、情報収集が効率的に行えるような IT システムの整備、専任の
分析担当者の配置などの必要性が認識されている。
D. 改善に向けた計画
IR 推進センターのさらなる体制強化が望まれる。
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参考資料
901 公益財団法人大学基準協会による認証評価
902 臨床研修指定病院機能評価
K06 学校法人藤田学園組織図
K14 藤田保健衛生大学医学部医学教育企画室規程
641 医学教育企画室概要(HP)
K14 藤田保健衛生大学 IR 委員会規程
K14 藤田保健衛生大学 IR 推進センター規程
K17 医学部自己点検自己評価委員会議事録
医科大学・医学部は、活力を持ち社会的責任を果たす機関として


明らかになった課題を修正しなくてはならない。(B 9.0.2）

A. 基本的水準に関する情報
医学部自己点検自己評価委員会は、医学部長を委員長として副医学部長、教務委員
長、学生指導委員長、医学教育企画室長、事務部長、学務課長らの医学部執行部を委員
としている。毎週定例で執行部会議が医学部自己点検自己評価委員会の役割を担い開催
され、課題管理表に基づき明らかになった課題の修正が確実に遂行されるよう運営され
ている。また、IR 推進センターは明らかになった課題を教務・学生指導委員会、教授
会に報告し、課題の修正を提案する。さらに学生からの意見聴取によって特定された課
題については、医学教育企画室、企画小委員会においても検討される。これらの修正案
等については執行部会議にて審議され、医学部教授会に報告され周知されている。
B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
教育機関の責務として熟考された入学者選抜、適切な教育プログラムならびに学習
環境の提供などがある。これらのことで明らかになった課題をその都度修正しながら対
応している。たとえば、入学者選抜方法の問題点は入学後の成績評価分析、卒後進路の
分析等を通して、慎重ながら迅速な変更が行われている。教育プログラムの問題点につ
いては「リサーチマインドをもつよき臨床医」養成という本学の理念に常に照らし合わ
せつつ、認証評価やスチューデントドクターと言った社会的要請に応じて迅速かつ柔軟
な変更がなされてきている。学習環境については、例えば「学生生活・学修実態調査」
の分析を通して、公共交通機関(バス)への申し入れ、講義棟(生涯教育研修棟 1 号館)
の空調運用の変更、さらにカリキュラム委員会において学生委員から出された「学生指
導に関する意見」を取り入れた指導教員制度の変更検討開始などがこれにあたる。医学
教育に関する企画立案および通達に関する対応等は医学教育企画室が中心となって積
極的に取り組まれている。また、広く一般の方にも学びの機会を提供するための公開講
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座の開講や、コンピュータ試験、自己学習環境の整備、e-learning システムの整備、
海外実習や海外からの留学生の受け入れ等、多部門と連携して改善が行われている。
C. 現状への対応
医学部長の適切なリーダーシップと意思決定の透明性の確保のもと、それぞれの部
署での活動をより一層充実させることにより更なる成果が得られると考えられる。問題
点修正の長期的な影響については卒後の情報収集方法の確立を含む戦略的 IR 活動の充
実が必要と考えられる。
D. 改善に向けた計画
医学部長・執行部を中心とした迅速な方針決定と多数の関係者の意見調整には理念
や目標の共有と強固な信頼関係が欠かせない。教授会の場だけでなく種々の媒体を通じ
て、リーダーのビジョンを伝え、関係者(教職員、学生)と対話する機会を今後も継続的
に設ける必要があると言える。同時に、独立した立場からの継続的な調査分析も必要で、
IR 活動の推進が望まれる。各部署においても、活動を見える化し、質の向上とともに
効率化を目指す必要がある。
参考資料
K15 教務関係委員会一覧(医学部自己点検・評価委員会メンバー表)
903 医学部執行部会議アジェンダ(4/7 分)
904 医学教育企画室ミーティング開催日・アジェンダ
K17 平成 27 年度(2015 年度)第 5 回全学 IR 委員会議事録
医科大学・医学部は、活力を持ち社会的責任を果たす機関として


継続的改良のための資源を配分しなくてはならない。（B 9.0.3）

A. 基本的水準に関する情報
2016 年度 8 月から、全学的な組織である IR 委員会を IR 推進センターに改変し、専
ら IR 業務にあたる室員を配置した。医学部においても IR 部門(2016.8～分室)を事務部
門内に位置づけ、責任体制と人的・物的資源配分が行えるよう整備した(IR 規程、2016
年 8 月付けで決定予定)。医学教育企画室には、本学の理念とする多職種協働と豊かな
人間性を目指すため、看護部から常駐の室員(兼任講師)の派遣を受けている。また、経
験と実力のある教員の採用も弾力的に行っている。執行部会議として実施している医学
部自己点検自己評価委員会には、医学部長、教務委員長、事務部長、医学教育企画室長
らの執行部が毎週木曜日の午前中の時間を配分し、課題解決に向けた話し合いを継続し
ている。具体的な教育内容の改革については、学内の予算配分を弾力的に行っているが、
文部科学省等からの競争的資金や、父母の会等の外部資金をあてることもある。さらに、
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機動的な教員採用、教育施設に関しては講義室の IT 化、シミュレーション教育設備の
整備拡充、教育病院群の形成なども行ってきている。
B. 基本的水準に関する現状分析と自己評価
医学教育の企画立案および対応能力、および教育設備等に関しては高いレベルが維
持されている。このように継続的改良のための資源配分は行われているが、IR 活動に
ついては、さらなる推進のためにデータベースの充実、専任教職員の配置、データ解析
の環境整備、卒後長期間にわたる情報収集体制の整備などの資源配分が必要である。
C. 現状への対応
IR 活動をさらに推進すべきで、そのための体制づくり、関係部門との調整が必要で
あると認識している。
D. 改善に向けた計画
IR 活動の基盤となるデータベースについては、入試データと学事システムの連結、
卒後情報については同窓会組織の在り方の検討などが当面の課題であり、IT 部門や同
窓会と連携して取り組みたい。
参考資料
K14 藤田保健衛生大学 IR 推進センター規程
905 平成 28 年度(2016 年度)競争的教育改革助成費
906 TOEFL ITP を父母の会経費で支出している資料
教育改善を前向きの調査と分析、自己点検の結果、および医学教育に関する文献に基づ
いて行なうべきである。（Q 9.0.1）
A. 質的向上のための水準に関する情報
教育プログラム改善を評価する指標として、短期的には CBT および卒業試験を含む
在学中の成績、マッチング状況、国家試験合否、中期的には専門分野、専門医取得状況、
本学への入局や大学院入学状況、長期的には関連病院・非関連病院における活躍状況等
があり、これらを把握する前向き調査を実施し、教育プログラムの変化や改善との関連
を分析することが求められていると言える。現状で依拠が可能な前向き分析結果は、入
学後の成績や出席状況が高学年時の成績と関連することを示したもの、CBT 成績と卒業
試験、国家試験合否の関連、5 年生総合試験成績と 6 年生卒業試験の相関解析等であり、
中期的、長期的な分析は実施できていない。今後、IR 部門を中心に中期的、長期的な
分析が実施される計画が検討されている。教育改善は、主として CBT 成績や国家試験成
績の結果、あるいは認証評価や外的な要請に基づいて行われてきているが、こうした過
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程では必ず自己点検を経ている。教育改善が医学教育に関する文献に基づいて行われて
いるか確証はないが、本学の医学教育企画室から教育に関する研究論文の発表も行って
いる。
B. 質的向上のための水準に関する現状分析と自己評価
教育改善は自己点検や医学教育に関する文献等を参考に行っている。しかし、現状
では前向き調査はほとんど行われていない。
C. 現状への対応
今回の医学教育認証評価は、前向き調査や分析の重要性を認識する機会となってい
る。
D. 改善に向けた計画
医学部 IR 部門を中心として前向き調査の立案を行っていく予定である。
参考資料
403 医学教育への論文(入学後の成績に影響を与える要因は何か(医学教育
2008.39(6)397-406))
教育改善と再構築は過去の実績、現状、そして将来の予測に基づく方針と実践の改定と
なることを保証するべきである。（Q 9.0.2）
A. 質的向上のための水準に関する情報
臨床実習期間の延長、アウトカム基盤型教育、多職種連携に関する教育の実践、参
加型臨床実習およびスチューデントドクター等、過去 3 年間ほどでも数多くの教育プロ
グラム改善と再構築が行われてきている。これらは、外的な要請もあるものの、将来の
予測に基づく医学教育方針およびその具体的な実践内容の改定であり、適切かつ時宜を
逸さず行われてきている。
B. 質的向上のための水準に関する現状分析と自己評価
医学教育方針の改定に基づき教育プログラムの改善と再構築が行われてきているが、
これらの実績が系統的に記録されてきていない。教育プログラム再構築の過去の実績が
どのような外的・内的条件下で、どのような方針改定に基づいて実施されてきたのか記
述し、分析・再評価する必要はあるかもしれない。入試改革を含む今後の教育改善につ
いては、過去・現在・未来の的確な分析に基づいて方針決定される必要がある。
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C. 現状への対応
教育プログラム再構築の意思決定は最終的に教授会でなされるが、世代交代は常に
進み、過去の方針変更を正確に説明できなくなる恐れもあるため、それらについて系統
的な記録を残す必要性を今回の認証評価を通して認識した。
D. 改善に向けた計画
過去の実績を記録する営みを継続的に行っていく責任部署を定め、医学教育企画室
や IR 部門と連携する体制を確立する必要がある。
改良のなかで以下の点について取り組むべきである。


学是や教育成果を社会の科学的、社会経済的、文化的発展に適応させる。（Q 9.0.3）
（1.1 参照）

A. 質的向上のための水準に関する情報
本学の建学の理念である「独創一理」は全教職員・学生および卒業生に完全に浸透
し、揺らぐことがないコンセプトとして息づいている。「独創一理」は「独創的な学究
精神を堅持して真理を探究し、おおらかな誇りを持ち、感激性に富む、個性豊かな人格
を形成する」ことをめざすものであるが、その具体的な教育成果とすべき内容は、現代
の社会経済的・文化的な状況に応じた解釈が与えられるべきであろう。例えば、2015
年に目指すべき姿として策定された「藤田学園ビジョン」では「独創的な学究精神と国
際的視野を持った医療人材を輩出」することが掲げられた。そして、実際に 2016 年度
入学生からは医学英語教育を強化し、TOEFL を進級要件とするカリキュラムの改定が行
われた。また、2017 年度入学生からは「リサーチマインド」の涵養をより確実なもの
とするため、基礎配属期間を設ける改定が行われる予定である。同様に、病院理念の「我
ら、弱き人への、無限の同情心をもて、片時も自己に驕ることなく医を行わん」に対し
ても、「謙虚で誠実に医療を実践できる人材を輩出」、「患者中心の専門職連携を実践で
きる人材を輩出」するという現代的な意義が明確に打ち出され、低学年時からの多職種
連携教育、患者中心の医療という職業倫理教育(白衣式)が実施されている。
B. 質的向上のための水準に関する現状分析と自己評価
建学・病院の理念を基盤とした藤田学園ビジョンを策定し、目指すべき教育成果に
長期的な視点を導入している。一方で、国家試験合格率のような短期的な評価軸も、本
学においては依然として重視されており、これらの両立によって教育プログラムの再構
築に無理矛盾が生じている部面もあるかもしれない。
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C. 現状への対応
IR 活動は教育プログラムの変更や方針改定がどのような長期的な影響を及ぼしてい
る可能性があるのか検討を行えるよう準備を開始した)。
D. 改善に向けた計画
医学教育の改善は、藤田学園ビジョンに沿って議論がなされる必要がある。今後も
科学的、社会経済的、文化的要請に呼応して教育改善を行っていくべきであるが、適切
な実施には、過去からの教育プログラム再構築実績の正確な理解、本学独自の将来ビジ
ョンに基づく的確な現状認識のいずれも欠かせないと言える。
参考資料
907 父母の会だより 83 号(白衣式)
K17 医学部 IR 部門平成 28 年度(2016 年度)第 1 回会議議事録
改良のなかで以下の点について取り組むべきである。


卒後の環境に必要とされる要件に従って目標とする卒業生の教育成果を修正する。
修正には卒後研修で必要とされる臨床技能、公衆衛生上の訓練、患者ケアへの参画
を含む。（Q 9.0.4）（1.4 参照）

A. 質的向上のための水準に関する情報
アウトカム(学習成果)基盤型教育を取り入れたカリキュラムに移行し、医学部の使
命に基づいて、卒業時に全ての医学生が身につける能力として「卒業コンピテンス」と
「卒業コンピテンシー」が定められた。これに沿った基本的診療技能の習熟を目的とし
たプログラムも構成されており、内容には社会と医療、地域医療、安全管理も含まれる。
B. 質的向上のための水準に関する現状分析と自己評価
臨床技能に関しては診断学実習、公衆衛生に関しては公衆衛生学実習、患者ケアへ
の参画を含む実習については、1 年次の早期臨床体験、3・4 年次の PBL テュートリアル
や TBL アセンブリ、臨床実習前に行われる SP 参加の医療面接などを含めた基本的診療
技能実習、4-5 年次の病院臨床実習が行われている。これらの教育アウトカムが卒業コ
ンピテンスに見合った内容でかつバランスのとれたものであるかを検討する必要があ
る。
C. 現状への対応
卒業コンピテンシーは卒後研修終了時に達成すべき目標を意識して作成されたもの
であるが、臨床実習運営委員会を設置して評価を行う。
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D. 改善に向けた計画
今後、卒業コンピテンシーを見直す際には、卒後研修終了時の教育成果との連続性
を考慮して策定する。三重大学、名城大学、日本福祉大学との教育連携も行っており、
各連携施設からの教育アウトカムの評価を受ける。
参考資料
K03 平成 28 年度(2016 年度)シラバス M1～M4
改良のなかで以下の点について取り組むべきである。


カリキュラムモデルと教育方法が適切であり互いに関連付けられているように調
整する。（Q 9.0.5）（2.1 参照）

A. 質的向上のための水準に関する情報
モデル・コア・カリキュラム導入時にどのようなカリキュラムモデルにすべきか教
務委員会等で話し合われ、基礎教育は学体系を重視し、臨床教育は原則として臓器別に
らせん状に教科を配置するように計画された。しかし、カリキュラムモデルに基づきど
のような教育方法を採用するかは、各教室、各教員の自主性に任されている。また、教
育方法が適切かどうかについては、学生からの授業評価を定期的に収集し、教育の質保
証につなげるべく教員に情報提供している。さらに、カリキュラムや教育方法に関する
評価に、学生の意見をより反映するようなシステムとしてカリキュラム委員会を設置し
た。
B. 質的向上のための水準に関する現状分析と自己評価
カリキュラムモデルと教育方法の関連は十分に検討されているが、両者とも改善の
余地は残ると思われる。カリキュラムモデルに基づいて実際にどのような教育方法を授
業に取り入れているかは教員の熱意・自主性に任されているのが現状である。
C. 現状への対応
カリキュラムや教育方法に関する評価に、授業評価やカリキュラム委員会における
学生の意見をどのように反映させていくのかルールを策定する。医学教育ワークショッ
プを定期的に開催し、教育方法について教員の理解度を深める。
D. 改善に向けた計画
卒業コンピテンスに沿ったカリキュラムモデルと教育方法の関連性、妥当性を継続
的に評価する仕組みを構築する。
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参考資料
528 医学教育ワークショップ開催状況
改良のなかで以下の点について取り組むべきである。


基礎医学、臨床医学、行動および社会医学の進歩、人口動態や集団の健康/疾患特
性、社会経済および文化的環境の変化に応じてカリキュラムの要素と要素間の関連
を調整する。最新で適切な知識、概念そして方法を用いて改訂し、陳旧化したもの
は排除されるべきである。（Q 9.0.6）（2.2 から 2.6 参照）

A. 質的向上のための水準に関する情報
新カリキュラムの導入においては、基礎医学、臨床医学、行動および社会科学の進
歩を考慮し、最新で適切な知識、概念そして方法を用いて改訂され、陳旧化したものは
排除された。その後も、人口動態や集団の健康／疾患特性、社会経済および文化的環境
の変化を踏まえて、高齢化やグローバル化に配慮したカリキュラム修正が行われた。
B. 質的向上のための水準に関する現状分析と自己評価
社会からのニーズに基づきカリキュラムをより適正に組み立てるよう継続し努力し
ている。しかし、カリキュラムの各要素は科目責任者に任されている面があり、客観的
かつ包括的に要素間の調整や内容の妥当性を評価するシステムが不十分である。
C. 現状への対応
カリキュラム委員会においてシラバスのレビューが計画されており、それらの結果
に基づき授業内容のフィードバックおよび授業間の内容調整を行う。
D. 改善に向けた計画
新カリキュラムを導入後のカリキュラムモデルと教育方法の関連性、妥当性を継続
的に評価する仕組みを構築する。基礎医学、臨床医学、行動および社会科学の進歩、人
口動態や集団の健康／疾患特性、社会経済および文化的環境の変化に応じてカリキュラ
ムの要素と要素間の関連を調整する。最新で適切な知識、概念そして方法を用いて改訂
していきたい。こうした視点を導入して教員評価を行う必要がある。
改良のなかで以下の点について取り組むべきである。


目標とする教育成果や教育方法に合わせた評価の方針や試験回数を調整し、評価方
法を開発する。（Q 9.0.7）（3.1 と 3.2 参照）
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A. 質的向上のための水準に関する情報
医学科コンピテンシーは目標とする教育成果を定めたものである。したがって、知
識、技能および態度の各ドメインについてコンピテンシーに基づいた教育方法を採用し、
これらに合わせた新しい評価法を導入している。TBL、Mini-CEX、OSCE、CSA(Advanced
OSCE)、ピア評価といった評価法を導入することにより、総括的評価だけでなく形成的
評価を取り入れた教育方法を実施している。
B. 質的向上のための水準に関する現状分析と自己評価
教育目標に合わせた教育方法の選択と評価の方針は適切に定められており、試験回
数や試験実施時期期間の見直しも定期的に行われている。ただし、医学科コンピテンシ
ーに準拠した評価方法の確立は今後の課題である。また、非常に多くの教科があり、そ
れにより試験の回数が増え学生への負荷が大きいことも課題の 1 つとなっている。
C. 現状への対応
医学科コンピテンシーの細目の達成到達状況を評価する仕組みを構築する。
D. 改善に向けた計画
評価方法の妥当性・新しい評価法については、カリキュラム委員会、教務委員会や
医学教育企画室において継続的に検証する。
改良のなかで以下の点について取り組むべきである。


社会環境や社会からの期待、求められる人材、初等中等教育制度および高等教育を
受ける要件の変化に合わせて学生選抜の方針、選抜方法そして入学者数を調整す
る。（Q 9.0.8）（4.1 と 4.2 参照）

A. 質的向上のための水準に関する情報
2012 年度から、近隣の高等学校および予備校を訪問し、進路指導教員や予備校チュ
ーターなどから医学部志願者や進路指導者の意向調査を始めるとともに、アドミッショ
ンポリシーに定める学生を選抜するため、入試改革を断行した。2013 年度入試では、
推薦入試の出願資格変更、一般入試(後期)導入、成績優秀者奨学金制度導入が行われ、
その後も不断の見直しによる変更が行われている。
また、地域における医師不足の解消のために愛知県と協議の上、2015 年度から愛知
県地域枠入試を開始した。導入初年度は 5 名の定員であったが、文科省・厚労省からの
地域の医師確保のための医学部入学定増の要請に応え、2016 年度入試では、更に 5 名
の定員増を図り、地域枠入学定員を 10 名に拡大した。
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B. 質的向上のための水準に関する現状分析と自己評価
アドミッションポリシーに定めた優秀な学生を選抜するために、まず志願者数増を
目標に入試改革を行った結果、2013 年度入試を境に志願者数の大幅増加が図られた
(2012 年度志願者 3,059 名 → 2016 年度志願者 4,543 名)。その後も入学者の追跡調査
の結果を基に入試委員会の策定による入試改革が断行されており、2017 年度入試にお
いては、大幅な変更を行うことになった。
また、愛知県地域枠入試においても、地域医療に貢献する志の高い学生が入学して
おり、地域枠入試導入の目標は達成されている。
C. 現状への対応
医学部執行部会議や入試委員会にて、藤田学園ビジョンに掲げた医療人材を輩出す
べく、継続的な議論が行われている。
D. 改善に向けた計画
2015 年度に新設された医学部 IR 部門において、入学から卒業までのデータ一元化を
図り、客観的データを医学部執行部・入試委員会に提供することで、初等中等教育制度
および高等教育を受ける要件の変化に合わせた学生選抜の方針、選抜方法を継続的に検
討する。
参考資料
908 高校訪問レポート(2014～2015)
改良のなかで以下の点について取り組むべきである。


必要に応じた教員の採用と教育能力開発の方針を調整する。（Q 9.0.9）（5.1 と 5.2 参
照）

A. 質的向上のための水準に関する情報
教員採用の方針は各講座・講座外部門の裁量が比較的強い傾向があるが、教育の必
要性に臨機応変に対応して、学長および医学部長のリーダーシップのもと、教室や部門
の改変・再編、任務遂行型の教員の採用が行われている。教育能力開発の方針調整は講
座を通して行うものと全学部的なものがある。全学部的な内容としては定期的な FD 内
容の決定、卒試総合試験管理委員会におけるブループリントの調整などがある。FD に
は、教育改革に関する議論の場、教育能力開発の向上を目指した内容の 2 つの種類のも
のがある。
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B. 質的向上のための水準に関する現状分析と自己評価
教員採用の方針について、医学部全体で統一した評価を行うことはできていない可
能性がある。また、FD が教員昇進に必要な項目の 1 つにあげられてはいるが、若手医
師の FD 受講の義務化については、特に検討されていない。
C. 現状への対応
教員採用の方針について、もう少しガバナンスを働かせた形にすることも検討する。
FD については、医学部全体で位置づけや必要性を再検討し、さらに、その項目を点数
化するなど教員評価法も検討を始める。
D. 改善に向けた計画
FD については、どのような方針、内容、戦略で行うかについて、医学部長のリーダ
ーシップのもと、改善する必要がある。また、医学部全体での意見集約を行えるシステ
ム構築も検討する。
参考資料
528 医学教育ワークショップ開催状況
改良のなかで以下の点について取り組むべきである。


必要に応じた（例えば入学者数、教員数や特性、そして教育プログラム）教育資源
の更新を行なう。（Q 9.0.10）（6.1 から 6.3 参照）

A. 質的向上のための水準に関する情報
地域枠を増員した結果、入学者数は増えている。臨床実習が従来と比べて低学年か
ら開始されている。臨床経験を担保するためのスキルスラボの整備、学外での臨床実習
の機会を増やしており、学外臨床実習を扱う委員会も設置した。
B. 質的向上のための水準に関する現状分析と自己評価
今後の人口の減少を考えると、入学者数を維持することによる質の低下が危惧され
る。本大学の特色を明らかにし、それに賛同した学生を優先的に入学させるようなプロ
グラムが必要である。教育資源の更新は、各教室レベルでは様々な取組が行われている
が、これを医学部全体で継続的に管理するためのシステムは十分とは言えない。
C. 現状への対応
情報通信技術を活用した教育プログラム(講義録画システム、iPad を利用した講義資
料配信システム)を 2016 年度導入したことで、自己評価を伴った能動的な学習への変換
が促され、学力の向上に繋がることを期待している。
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D. 改善に向けた計画
現状の教育資源は学務課を中心として取りまとめ、中長期的な変革等については学
務課・医学教育企画室が事前に把握できるような体制の構築を検討する。
改良のなかで以下の点について取り組むべきである。


教育プログラムの監視ならびに評価過程を改良する。（Q 9.0.11）（7.1 から 7.3 参照）

A. 質的向上のための水準に関する情報
現状において、教育プログラムを作成するのは教務委員会、教育効果を評価する部
門として医学部 IR 部門が組織されている。医学部 IR 部門は入学者選抜方法(変更)の長
期的な影響を検討するが、入学試験の具体的な内容については別途、入試委員会が組織
されている。
B. 質的向上のための水準に関する現状分析と自己評価
教務委員会が作成した教育プログラム、ならびに入試委員会が作成した問題を評価
する方法は必ずしも定まっていない。これらの評価結果を将来の教育プログラム作成へ
どのようにフィードバックするかの方法も定まっていない。長期的なビジョンをこれら
の評価・フィードバックに具体的に落とし込む工夫が求められている。
C. 現状への対応
IR 委員会としての行動マップを明らかにすることを検討する。入試委員会としての
総括を行い、今後の試験のありかたを検討する。
D. 改善に向けた計画
医学部長がリーダーシップを発揮し、教育プログラムの評価システムを構築する。
改良のなかで以下の点について取り組むべきである。


社会環境および社会からの期待の変化、時間経過、そして教育に関わる多方面の関
係者の関心に対応するために、組織や管理・運営制度を開発・改良する。（Q 9.0.12）
（8.1 から 8.5 参照）

A. 質的向上のための水準に関する情報
学長が大学のすべての活動を統括している。本学では全学教学運営委員会が教育に
関わる方針を決定している。医学部長は本委員会に所属し、大学方針の決定に参画して
いる。教授会は医学部長を議長として、学部内の重要事項を審議している。
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B. 質的向上のための水準に関する現状分析と自己評価
学長のリーダーシップのもと、超高齢社会やグローバル化を踏まえた教育プログラ
ムが導入されるなど、社会環境および社会からの期待の変化に対応した管理運営がなさ
れている。
C. 現状への対応
教育に関わる多方面の関係者の意見を集約し、管理、運営制度を改良する方策を検
討する。
D. 改善に向けた計画
学長のリーダーシップのもと教育担当副学長が、具体的な方策を立案できるような
システムつくりが必要である。
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あとがき
私たち医学部は 1972 年に１回生が入学し、医学部としての道を歩み始めました。
以来 44 年が経過し、豊明の地に病床数 1,450 床の教育病院を核とし、地域に根差
した医療を追及する第二教育病院を名古屋市に、緩和とリハビリテーションを軸と
した第三教育病院を三重県久居市に配置し、地域への貢献を行いながら教育環境の
充実を図ってきました。また、世界的な研究を行うことができる研究所と研究者を
間近に見せ、一緒に研究を行いながら若い研究者を育てていくとの考えから総合医
科学研究所を併設しています。
私たちの大学の大きな特徴は、医学部・医療科学部の医療系７学科がひとつのキ
ャンパスで共に学ぶことができる医療系総合大学であるという点にあります。建学
時よりチーム医療を実践できる医療人の育成を心がけ、教員・学生が学部・学科の
隔てなく共に活動することを通じてお互いに学び合う“アセンブリ”という教科の
導入にその精神が具現化されています。
大学設置基準の大綱化から医学教育モデル・コア・カリキュラムの提示と立て続
けに示された医学教育の大きなうねりは、その後も臨床研修の必修化、学校教育法
の改正など、収まることなく今回の医学教育分野別認証・評価へと続いてきていま
す。今回私たちはこの認証・評価を、PDCA サイクルを大きく回していく原動力のひ
とつに位置づけ、全ての教授参加のもと教育システム、カリキュラムも含め、さま
ざまな改革に取り組むことができました。
また、この自己点検・評価報告書の作成においては、教員だけでなく、自己点検・
評価委員会の全ての領域に、学部事務の職員が正式メンバーとして加わり、関連資
料の収集・整理など積極的に関与してもらいました。まさに医学部が一体となって
この事業に取り組み、医学部の改革を皆で行おうという姿勢が作られました。
これこそが、大きな成果であったと思います。
報告書作成にあたり協力いただいた全ての教職員に感謝申し上げます。

2016 年
副学部長
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9月

松井 俊和

