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奈良県立医科大学
地域に教育の場を拡大した包括的教育の取組
教育方法の工夫改善を主とする取組
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取 組 担 当 者 藤本眞一
http://www.chiiki-iryou.com/
本取組は、卒前教育における地域医療教育の改善に対する取組である。学習
取 組 の 概 要 の場を大学から地域へ拡大し、学習者は早くから医療人として地域に参加し、
この体験から医療人としての責任を強く自覚することを目指す。この取組の
根幹をなす「６年一貫の地域基盤型医療教育コース」によって、緊急医師確
保特別枠入学者 13 名を中心とした地域志向型学生の教育と卒後の地域への定
着を促進することが可能になる。学生の卒後のキャリアパスのサポートも行
っていく。

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
事業推進代表者（学長：吉岡 章）と事業推進者（教育開発センター教授：藤本眞一）が中
心となって、同センターと学務課の事務職員が協力して本取組を実施した。一般教育、基礎医
学、臨床医学の各教育部長、カリキュラム部会もこれに協力した。学内外の教員を交えたワー
キング委員会からの意見をまとめ、取組の方向性を調整した。
（２）取組の実施計画に掲げた内容
① 取組の全体スケジュール及び各年次の実施計画
６年一貫のカリキュラム「地域基盤型医療教育コース」を策定する。
平成 20 年度
平成 20 年度は、既存の地域医療関連カリキュラムの整理統合を行う。地域との連
携のためのワーキング委員会を設置する。会合を開催し、カリキュラム運営のための
調整を行う。緊急医師養成特別枠、地域枠の学生に対して、へき地医師や産科、小児
科、麻酔科の医師の中からメンターを選任する。実習施設として、保育所等を選定す
る。地域医療フォーラムを開催する。欧米、本邦の地域医療機関を視察する。
平成 21 年度
平成 20 年度に引き続き、新１年生入学者の緊急医師確保特別枠、地域枠、一般学
生に、メンターを決定し、交流を実施する。学生は休暇中に地域のメンターの診療所
を訪問する。その他、保育所実習、ぬいぐるみ病院実習等を開始する。
平成 22 年度
各実習 を、 設定学 年に 順次実 施し ていく 。参 加学生 、医 師会担 当者 、関連 施設 担 当
者にア ンケ ートを 実施 し、本 シス テムに つい ての評 価を 行う。 ワー クショ ップ 、アン
ケート等の成果を出版する。救急科を緊急医師養成特別枠の対象に拡大する。
② 取組に参加する教職員と学生の数
緊急医師確保枠学生は、平成 23 年現在で 36 名、修学資金申請者、自由意思での参
加学生 15 名程度、教育開発センターの教職員２～3 名、教育開発センター併任教員 1
～3 名、メンター指導医約 75 名、保育所教員 25 名等が参加した。
（３）社会への情報提供活動
ホームページとして http://www.chiiki-iryou.com/を立ち上げ、学生と教職員、学外指導医
双方向での連絡を可能にした。奈良県庁医師看護師確保対策室との連携も密接に行っている。
県と共同で夏期休暇中に地域医療ワークショップを開催している。本取組については新聞にも
報道されている（平成 21 年 4 月 19 日奈良日日新聞、平成 23 年 5 月 15 日、16 日読売新聞）
。

②．取組の成果
本取組の実習では、学生からのレポートおよび自己評価、指導医からの評価を受けている。
たとえば、平成 22 年度のメンター実習における学生の実習参加度について、教員からの評価は
「積極的」と「極めて積極的」が約 76％、態度は「良い」と「極めて良い」が 76％であった。
学生の自己評価では、
「十分参加できた」、
「積極的に参加できた」が 85％であった。指導教員へ
のアンケートで「この学生を奈良県の税金を使って教育し、医師になってもらって良いと思いま
すか？」の質問を行っているが、メンター実習では毎回 100％、その他の一般学生のクリニック
実習、地域医療実習では「はい」と肯定する評価が約 98％得られている。
計画と成果の達成度
（１）学生の地域医療に関する理解・関心を高め、地域医療の現場で活躍できる人材の育成を図
り、地域医療の充実につなげていく。→学生の関心は高まった。人材の育成は出来てきてい
ると考えるが、現在、緊急医師確保枠入学者の最高学年が第４学年である。医師の養成の成
果を見るためには、卒業まであと２年、初期研修にさらに２年が必要である。現在、緊急医
師確保特別枠学生の第４学年の１名は、成績席次が学年の首席である。
（２）本学教育開発センター内に「地域基盤型医療教育」の事務局を設置し、カリキュラム責任
者、学生および本事業に関連する学外諸施設の三者が情報交換をおこなえるネットワークを
構築するなど、インフラ整備を行う。→教育開発センター内に実習担当セクションを設置し
た。双方向通信の可能なホームページを作成した。英国インペリアルカレッジと連携関係を
締結して e-ラーニングの学内普及を図っている。テレビ会議システムの整備を行う。スキル
ラボを開設した。
（３）メンター制度、クリニック実習、幼稚園ぬいぐるみ模擬病院実習、保育所実習などに必要
な学外協力施設の確保を行うとともに、学外協力施設の代表を加えた「地域基盤型医療教育
ワーキング委員会」を設置する。→クリニック約 75 施設、保育園５施設を確保した。ワー
キング委員会を年１回開催した。貴重な意見が得られ、実習の改善に役立った。
（４）これまでの地域医療実習に、新しく導入する企画を加えて６年一貫で統一する。→平成 21
年度から「６年一貫の地域基盤型医療教育コース」を策定し、実施した。
（５）平成 21 年度カリキュラムの中に正式に「地域基盤型医療教育カリキュラム」を設計する
とともに、休暇期間中（夏期や冬期休暇など）に学生が参加できるカリキュラムを準備する。
→休暇中のカリキュラムとして、地域医療実習、早稲田大学とのコンソーシアム「地域医療
学概論」を策定した。
（６）平成 20 年度の授業において「平成 21 年度の地域基盤型医療教育カリキュラム」に向けて
の準備教育を行う。→第２学年後期に医学特別講義Ⅲを設け、地域の医師、保育師、看護師
にも講義を依頼し、第３学年での地域医療実習の準備教育を実施している。
（７）地域医療に対する学生の認識を深めるためワークショップを開催し、本取組により達成し
た成果の公表・普及、並びに他大学等の地域医療教育との比較・検討を行う。→平成 20 年
度札幌医科大学のへき地医療の取組、平成 21 年度長崎大学離島医療の取組、平成 22 年度筑
波大学、東京慈恵会医科大学の地域医療教育の取組をテーマにワークショップを開催し、実
りある討論を実施し、本学の教育に反映させた。
（８）関係各施設関係者や学生にプログラムの評価を求め、その成果や評価をまとめ、出版する。
→平成 22 年度内に、これまでの成果をまとめて出版した。

③．評価及び改善・充実への取組
（１）申請する取組（取組の達成度）に対する評価体制、方法、指標の設定
学 外 での 実習 担 当者 を委 員 に含 めた ワ ーキ ング 委 員会 を発 足 させ 、評 価および問
題点の抽出を行った。平成 20 年度から 22 年度まで毎年度実施して、全委員から意
見、評 価を 求め、 委員 からの 質問 につい ては 事業推 進者 の藤本 が回 答した 。本 取 組
による 実習 に対し 、学 生、指 導医 から概 ね良 好な評 価が 得られ たが 、一部 の委 員 か
ら、教育効果の評価、即ち、
「良き地域医療臨床医の養成に役立ったかについての評
価が未 だ不 明であ る」 とする 意見 があっ た。 現在、 緊急 医師確 保入 学枠学 生の 最 上
級生が 第４ 学年で あり 、医師 とし て本学 から 輩出す るに はまだ 年数 を要す る。 地 域
への定 着を 評価す るに は、さ らに 多くの 年数 が必要 と思 われる 。今 後も、 本取 組 で
教育を 受け た学生 の卒 後の経 過に ついて 十分 な観察 をし た上で 、成 果の評 価時 期 ・
方法について検討していきたい。
（２）当該評価を取り組みに反映させる方法について
ワー キング グル ープ委 員会 での意 見を 反映し、 次 の実習に お いて直ち に 修正、変
更を行 った 。学生 、実 習指導 者・ 協力者 、メ ンター にア ンケー トを 実施し 、そ れ ら
の意見 をま とめて 報告 し、運 営に 反映さ せた 。例え ば、 メンタ ー実 習は、 各学 生 に
特定の 1 名の指導医を選任する予定であったが、学生、指導医双方の意見を入れて、
数名の異なる専門分野の医師を 1 名の学生のメンターとした。その結果として、学
生の満 足感 は得ら れた が、入 学当 初に、 将来 の専門 分野 と考え てい た以外 の分 野 に
興味の 対象 が移る 学生 が出現 して いる。 この ことは 、決 して悪 い結 果でな く、 学 生
が自分 の将 来を真 剣に 考えて 専門 とした い診 療科を 選ぶ ために 役立 ってお り、 本 取
組の成果と考えている。
（３）取組期間終了時における評価体制等について
取組 期間終 了後 も、学 長を はじめ とす る教育開 発 センター の 運営委員 会 を中心に
評価体 制を 維持・ 継続 する。 本学 教育研 究審 議会に も諮 り、運 営方 針の評 価を 実 施
してい く。 ホーム ペー ジを利 用し 、本取 組参 加学生 及び 地域教 育協 力施設 指導 医 に
対する アン ケート 調査 を継続 して 実施し 、学 生の感 想、 地域の 指導 者の意 見を ま と
め、カリキュラム全体のチエックを実施する。教育協力施設懇話会講演会を平成 21
年度か ら毎 年実施 して いるが 、こ の際に も、 講演会 によ る一方 的な 情報の 公開 の み
でなく、指導医からの生の声を聴取することを今後予定している。さらに、平成 22
年本学 に新 設され た地 域医療 学講 座と協 力し て卒業 後の 学生の 地域 への定 着を 支 援
し、卒業生の経過を評価していく。

④．財政支援期間終了後の取組
取組終了後、平成 23 年度から奈良県地域医療教育推進事業として 4,390（千円）の予算措置を
受けている。この補助金により、学外実習の配分を行うコーデイネータを雇用し、諸事務処理の
円滑化と活発化を図るとともに、メンター実習を依頼している指導医への謝金の支出が可能にな
り、メンター実習の実施の効率化が図れるものと考えている。ただし、当該予算措置の期間は未
定である。
本取組の教育や充実した研修を受けて卒業した学生が将来医師となり、自らが後輩のメンター
として、卒前教育におけるさまざまの実習に参加することで良い循環を形成していく。このため
の、卒後のキャリアパス支援を予定している。また、本学では、地域医療の充実とともに、研究
医養成も重要な課題であり、今後、地域医療学など社会医学系分野を含めた「基礎医学研究医養
成コース」の策定も計画しており、教育の質的向上を図っていきたい。
今後、地域医療ワークショップ、地域医療フォーラムなどの継続的開催、並びに上記「基礎医
学研究医養成プロジェクト」の実施には経費が必要となり、これらに関連した財源の確保が課題
と考える。

２．取組の全体像

