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取 組 の 概 要 

本事業では、チーム医療を実現する総合的な学士力の修得を目的に、

医系総合大学の特色を活かした体系的な学部連携カリキュラムとし

て、病棟実習シミュレーション学部連携型 PBL チュートリアル、附

属病院での学部連携病棟実習、学部連携地域医療実習、アドバンス

ト学部連携病院実習を、高学年において段階的に導入した。IT 支援

システムなどの学習環境整備や指導者ワークショップ等も行い、チ

ーム医療学習のモデルを構築できた。 

 

１．取組の実施状況等  

①取組の実施状況 

(１)取組の実施体制について 

学部連携教育を推進する学内組織である学部連携教育運営委員会（医・歯・薬・

保健医療学部および1年次担当の富士吉田教育部の教育推進室教員および教育委員

会委員約20名）内に大学教育推進・学士力向上プロジェクト（委員長：薬学部木内

祐二教授）を新設し、本プロジェクト担当教員（各学部から3～4名）と事務担当職

員を置き、本取組の円滑な準備と運営に当たった。本プロジェクトは、昭和大学の

教育の最高意思決定機関である学部長会から直接の指導と支援を受けた。  
教職員の体制：PBLチュートリアルは全学部の教員（約30名）がファシリテータ

として指導した。学部連携病院実習とアドバンスト病院実習は、附属病院の約40
病棟の学生実習に関わる医師、看護師、薬剤師、歯科医師、理学療法士、作業療

法士と、各学生チームを支援する4学部教員、学部連携地域医療実習は在宅医療

などの地域医療で活動する診療所、歯科診療所、地域保険薬局、訪問看護ステー

ションなどが指導した。原則として各種ワークショップ（以下WS）に参加した

ものが指導を行った。 

(２)取組の実施内容について 

本事業では、チーム医療学習のための4学部連携科目「病棟実習シミュレーション・

学部連携型PBLチュートリアル」「学部連携病棟実習」「学部連携地域医療実習」

「学部連携アドバンスト病院実習」を構築、実施し、その学習環境の整備を行った。 
1.「病棟実習シミュレーション・学部連携型PBLチュートリアル」（必修）は、医・

歯・薬学部4年生、保健医療学部3年生（計約600名）を対象としたPBLチュート

リアル（2週×1回）で、学部連携病棟実習の事前学習として位置づけ、診療録、看

護記録などの病棟で用いられている書式で入院患者を提示する形式とした。  
2.「学部連携病棟実習」（必修）は、医・歯・薬学部5年生、保健医療学部看護学科・

41　昭和大学



作業療法学科4年生、理学療法学科3年生の学部合同チーム（約130チーム）によ

る１週間の学部連携病棟実習であり、チームで同じ患者を担当し、患者情報の

共有と治療・ケアについて討議、提案するとともに、他学部の学生の活動を見

学することで相互理解を深める実習である。  
3.「学部連携地域医療実習」（選択）は、医・歯・薬学部6年生、保健医療学部4

年生を対象とした学外実習であり、通院不可能な患者に対する在宅医療を中心

に、診療所、歯科診療所、薬局、訪問看護ステーションなどの連携の取れた地

域医療を、2週間学習した。  
4.「学部連携アドバンスト病院実習」（選択）は、同じく医・歯・薬学部6年生、保健

医療学部4年生を対象とした病院実習で、大学附属病院の専門領域（がん化学療法、

乳がん治療、感染制御、周産期医療、糖尿病、救急医療など）における高度先進医

療とチーム医療を2ないし4週間、実践を通してより深く学習した。  

以下に、各年次の本事業に関わる実施項目を示す。  
平成 21 年度  
1. 各種FDの開催：チーム医療学習カリキュラム検討WS（22名）、学部連携型PBL

チュートリアルシナリオ作成・ファシリテータ養成WS（17名）  
2. 「学部連携病棟実習」トライアル実施（3 月、2 病棟、学生 15 名）  
3. 「病棟実習シミュレーション・学部連携型 PBL チュートリアル」トライアル実施

4. 学習環境の整備：  2 附属病院に学生カンファランスルーム、大学内に小グループ

学習室（PBL ルーム）や IT 支援システムの整備  
平成 22 年度  

1. 各種FDの開催：チーム医療学習カリキュラム検討WS（56名）、PBLチュートリア

ルシナリオ作成・ファシリテータ養成WS（41名）、昭和大学附属病院におけるチ

ーム医療教育支援のためのWS（30名）、チーム医療実習指導者養成WS（72名）  
2. 「学部連携病棟実習」大規模トライアル実施（7・10・12月、22病棟、学生105名）

3. 学習環境の整備：2附属病院に学生カンファランスルーム、大学内に演習室の整備。

平成 23 年度  

1. 各種FDの開催：昭和大学附属病院におけるチーム医療教育支援のためのWS（90名）、

チーム医療実習指導者養成WS（90名）  
2. 「学部連携アドバンスト病院実習」の本実施（5 月、6 グループ、学生延べ 16 名）

3. 「学部連携地域医療実習」の本実施（5 月、3 グループ、学生延べ 11 名）  
4. 「学部連携病棟実習」の本実施（6・10・11 月、42 病棟、学生約 600 名）  
5. 「病棟実習ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ・学部連携型 PBL ﾁｭｰﾄﾘｱﾙ」の本実施（11 月、学生約 600 名）

 (３)社会への情報提供活動について 

本事業の取り組みは、学部連携教育運営委員会が分担、協力して、論文・総説（5 報）、

学会発表（8 報）、新聞・雑誌等のメディアの記事（6 回）、事業紹介パンフレット、

事業報告書「チーム医療を実現する体系的学士課程の構築」、および昭和大学のホーム

ページなどで適宜、公表した。学部連携型 PBL チュートリアル、学部連携病棟実習、

各種 WS では、他大学教員の見学を受け入れた。本事業の最終報告として、昭和大学

主催で、平成 23 年 12 月 18 日に昭和大学上條講堂で公開シンポジウムを開催した。
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②取組の成果  

（１）目的・達成目標と成果 

目的：本事業では大学の教育理念と医系総合大学の学習環境を基盤として、全学的な

取り組みとしてチーム医療学習の体系化したカリキュラムを構築し、全学部（医・歯・

薬・保健医療学部）連携型の実践的な参加型学習と適正な評価方法によりその達成度

を保証することで、チーム医療の担い手を育成することを目的とした。 

達成目標：本取組の学年ごとの段階的、体系的な学習課程により、全学部の学生が各

自の専門性を生かしながら、チームワーク、コミュニケーションスキル、自己管理

力、問題解決能力、課題探求能力、医療倫理や社会的責任などのチーム医療の実践に

必要な基本的な学士力を修得することを達成目標とした。また、教員、教務（学務）

系職員、病院職員（医療スタッフ）が、FD、SDへの参加と学生の指導や評価を通して、

大学の教育理念であるチーム医療の担い手養成の意義に対する共通理解を得るとと

もに、カリキュラムプラニング、指導・運営方法を修得および実践し、確実な教育シ

ステムを確立することも達成目標とした。 

成果：「医療人GP」で構築した低学年のカリキュラムと連続性のある明確な学習目標

（GIO、SBOs）、適切な学習方略からなるチーム医療学習のための実践的で専門性の

高い参加型学習のカリキュラムを構築し、順次性のある教育課程を編成、実施した。

また、4学部学生（1学年約600人）を対象に、PBLチュートリアルや附属病院や地域医

療でのグループ学習などの少人数学習を有効に実施するための学習環境（PBLルーム

や病院内の学生カンファランスルーム、IT支援システムなど）が必要であるため、そ

の整備も行った。また、本取組の目的と方法を十分理解した指導者と事務職員の支援

のもとに、円滑に本取組のカリキュラムが運営、指導され、妥当な評価方法で適切に

評価されるために、指導者や事務職員が参加するFD、SDを開催するとともに、チーム

医療に求められる知識、技能、態度に対する多面的な評価方法・基準を確立できた。

以上より、事業開始時に設定した目的及び達成目標に、おおよそ到達することができ

た。 

（２）プロセスと質保証 

本取組に含まれるユニットのカリキュラム案は平成20年度までの学内の教育ワー

クショップ等で討議され、明確で具体的な学習目標（GIO、SBOｓ）と実施可能な学習

方略が提示されていた。また、旗の台校舎のPBLルーム整備、附属病院の学生の学習

環境（学習スペース等）整備は学長および各病院長の指導のもと、本取り組み開始前

に具体的な検討が進められていた。こうした事前より計画が進められていたカリキュ

ラムと学習環境整備を、本取り組みの支援により、原則的に小規模なトライアルとそ

の結果に基づく改善を行いながら具体化し、数多くのSD・FDにより教職員の参加意識

の向上を図ったことが、チーム医療学習の質強化につながった。 

（３）学生による成果の自己評価： 

 各カリキュラムの実施後には、学生アンケートによる自己評価を行った。「患者さ

んの問題を把握し、解決するためには、チーム医療が重要であることが判った」に対

して、「病棟実習シミュレーション・学部連携型PBLチュートリアル」で88％、「学

部連携病棟実習」で90％、「学部連携地域医療実習」では100％の学生が「とても

そう思う・そう思う」と回答し、期待に添う評価が得られた。  
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③評価及び改善・充実への取組  

（１）評価体制 

本取組の実施状況と成果を組織として評価するため、各年次に学部連携教育運営

委員会が取組ごとに自己評価を行った。この自己評価を参考に、4学部の教育委員会

と教育の最高意思決定機関である学部長会（学長主催）が当該年度の取組を最終的

に評価し、改善のための提言を行った。本取組終了後には、本取組の運用方法と学

生の修得度を検証するため、学外委員（東京慈恵会医科大学 福島統教授、岩手医科

大学 中居賢司教授）を含む大学教育推進プログラム検証小委員会を設置した。 

（２）評価方法と評価結果 

学部連携教育運営委員会は取組ごとを適正に自己評価するために、実施したユニ

ットに関しては、学習目標、方略（指導者、指導方法、施設や学習環境・備品、学

習時間など）、評価方法、期待した学士力（知識、技能、態度）の達成度や運営方法

などに対して多角的に検討し、学生と指導者のアンケート調査とともに用いて総合

的に評価して教育委員会と学部長会に報告し、提言を受けた。提言の主な内容は、

実習スケジュールの改善および指導教員による指導方法の標準化であった。次年度

は自己評価結果と学部長会からの提言・指示をもとに、大学教育推進・学力向上プ

ロジェクトが年度ごとに、取組の改善を図った。 

3年間の取組終了後には、大学教育推進プログラム検証小委員会が本取組の運用方

法と修得された学生の学士力を公開シンポジウムでの報告も参照して多面的に検証

した。検証小委員会による検証・評価の結果、本取り組みが適正、円滑に企画、実施

され、3段階（Ａ・Ｂ・Ｃ）評価のうち、Ａ（優れた取り組みであり、殆どが適切に実

施されている。）に相当するものと、最終評価された。 

（３）学習成果を測る方法 

本取り組みで構築したカリキュラム「病棟実習シミュレーション・学部連携 PBL チュ

ートリアル」「学部連携病棟実習」は、4 学部の 1 学年約 600 人を、多数のグループに分

けて実施する大規模な演習・実習である。また、知識（特に臨床推論や問題解決能力）、

コミュニケーション能力、チームワーク、医療人としての態度など、チーム医療に求め

られる能力を、専門や勤務場所の異なる 4 学部の多数の教員が多面的に評価するため、

標準化した評価方法や基準も必要であった。また医療に関わる多くの能力は、学習後の

振り返りや指導者からのフィードバックを繰り返すことにより、徐々に修得されるため、

段階的な学習と振り返りのプロセスを配慮したポートフォリオのような評価方法を取り

入れることも有用である。そのため、本カリキュラムの実施にあたって、IT 支援システ

ムを活用したポートフォリオ（電子ポートフォリオ）、演習・実習中、発表会での態度評

価を積極的に活用し、学生の学習を多面的に評価する新たな評価方法の構築を行った。
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④財政支援期間終了後の取組 

（１）取組の継続実施 

本取組により高学年の学部連携型のチーム医療学習のカリキュラムが構築され、

平成18～20年度の医療人GPの支援により導入された低学年の段階的なチーム医療学

習のカリキュラムと合わせて、昭和大学が全学的に取り組む全学部、全学年にわた

る体系的なチーム医療学習の学士教育課程のカリキュラムが完成した。 

財政支援期間終了後、大学教育推進プログラム検証小委員会が本取組の運用と本

取組の成果である学生達成度を多面的に検証し、この体系的なチーム医療学習本取

り組みを、Ａ（優れた取り組みであり、殆どが適切に実施されている。）に相当するも

のと最終評価したことを受け、平成24年度も本取組にある学部連携カリキュラムと各種

のFD・SD活動をほぼ同様な内容で継続することとなった。4学部の教育推進室の合同組

織である昭和大学教育推進室のもとに、学部連携教育運営小委員会を改めて設置して、

カリキュラムの作成（修正）・運営、FD・SDの企画・運営などを行うこととし、必要な

経費は、大学の経常経費として計上した。 

平成25年度以降も、本取組が社会や患者のニーズに更に応えるものとなるように、

成果を検証しながら年度ごとに改善を行い、体系的なチーム医療学習カリキュラム

とFD・SDを継続して実施する予定である。 

（２）継続実施にあたっての課題及び問題点 

 本取組のカリキュラムは、多数の 4 学部学生をグループに分け、PBL ルーム、附属

病院、学外の医療施設で参加型学習を行う大規模な演習、実習であるため、適切な指

導体制の確立、指導者と医療機関の理解、標準化した指導の実践、施設の学習環境の

整備が常に必要となる。そのため、継続的に指導者に対する FD・SD 活動を実施する

とともに、より効果的、効率的な実習となるようにカリキュラムの改善を続ける予定

である。 
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２．取組の全体像 

 平成 18 年度から、本学の特色を活かしたチーム医療学習のため、文部科学省からの支

援を受け（平成 18～20 年度「地域医療等社会的ニーズに対応した質の高い医療人養成推

進プログラム（医療人 GP）」、平成 21～23 年度「大学教育推進プログラム」）、医・歯・薬・

保健医療学部の全学部の全学年にわたる、体系的、段階的に学部連携教育カリキュラム

を構築した（図）。学年に従い、学習の場と内容を広げ、確実にチーム医療に必要な能力

を修得する学習となるようなカリキュラムの構成とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 上記カリキュラムを構築するための平成 21 年度からの取り組みを以下の表に示す。 

    

医療人
マインド

専門性

「医療人マインドの獲得と共感」

学部連携型PBLﾁｭー ﾄﾘｱﾙ

初年次体験学習

1） チーム医療実践の基盤を構築する
「病棟実習シミュレーション・学部連携型PBL」

2） 病院で患者中心のチーム医療を実践する
「学部連携病棟実習」

3） 地域社会で患者中心のチーム医療を実践する
「学部連携地域医療実習」

チーム医療学習カリキュラム検討WS

【ユニット】

【FD・SD】

チーム医療実習指導者養成WS

学部連携型PBLチュートリアル
シナリオ作成・ファシリテータ養成WS

教務（学務）系職員・病院職員合同WS

【設備】

小グループ学習室（PBLルーム）整備

附属病院 学生カンファランスルームの整備

4） 高度な専門性に基づくチーム医療を実現する
「学部連携アドバンスト病院実習」

22年度 23年度21年度

3/15･3/16
（トライアル）

（藤が丘病院
藤が丘ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院）

医・歯
薬 保

4年

5年 3/4年

6年 4年

6年 4年

IT支援システム

4月 3月

【報告】

◎学会発表 ●公開シンポジウム

10月 4月 3月10月 4月 3月10月

3/8～3/12
（トライアル）

【運営】
学部間連携教育運営委員会

11/14

12/26

◎7月

11～12月

1～2月

2月

準備委
5～10月

本委員会
11～3月

4～3月 4～3月

（3/14･3/15
必修：中止）

Ⅰ期 7/5～7/9
Ⅱ期 10/18～10/22
Ⅲ期 12/13～12/17 （選択）

8/18～8/20

（ ）

9/4 11/20

8/26～8/27

6/12

10～11月

（横浜市北部病院
烏山病院）

6～9月

3年 11/12･11/19
（必修）

Ⅰ期 6/20～24
Ⅱ期 10/17～21
Ⅲ期 11/14～11/18 （必修）

5/9～6/3
（選択）

5/9～6/3
（選択）

6/6,6/8 9/27,9/29

5/21,5/28

●12/18

6～10月

7～8月
（藤が丘病院
横浜市北部病院, 旗の台校舎）

◎8月 ◎11月

◎11月

◎6月 ◎7月

◎7月

[主要な取り組み]

24年度

4月 3月10月

5/7～6/1
（選択）

5/7～6/1
（選択）

Ⅰ期 6/25～29
Ⅱ期 9/24～28
Ⅲ期 10/29～11/2 （必修）

6/15･6/21･6/26
（必修）

8月

8月

5/28,29

5/12

連携型
参加型

診療参加実習
体験実習
PBLチュートリアル

ｸﾞﾙｰﾌﾟ討議
調査・発表 など「医療・福祉のプロセスを体験する」

外来診療・病棟看護 体験学習

福祉・介護 体験学習

「チーム医療で患者に目を向ける」

学部連携型PBLﾁｭー ﾄﾘｱﾙ （臨床シナリオ）

外来診療体験学習 福祉・介護実習

「 チーム医療実践の基盤を構築する」

学部連携型PBLﾁｭー ﾄﾘｱﾙ （病棟実習ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ）

「病院で患者中心のチーム医療を実践する」

学部連携病棟実習

「高度な専門性に基づくチーム医療を実現する」

専門領域別学部連携アドバンスト病院実習

「地域社会で患者中心のチーム医療を実践する」

学部連携地域医療実習

大学教育

推進プログラム

医療人GP

学習

医学部
歯学部

薬学部
保健医療学部

附属8病院

学内実習室

地域病院

診療所
歯科診療所

地域薬局

看護ｽﾃｰｼｮﾝ
福祉施設

在宅

４学部教員

医師
歯科医師

薬剤師
看護師

作業療法士
理学療法士１年

2年

3年

医歯
薬

4年

6年

保

4年

3・
4年

4年

5年

6年

3年

2・
3年

41　昭和大学




