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取 組 の 概 要 

現在継続的に行っている患者の精神的、社会的状況を把握し共感す

る能力（Soft-mind）教育と医学的知識・技能（Hard-mind）教育が、

臨床実習の場において融合しているかを、多面的に評価し、患者が

求める臨床医を養成することを目的とする。医学部教員による

Hard-mind の評価に加え、看護師、本人および家族からの Soft-mind

を評価する。評価を基に Soft-mind 形成の教育的要因を明らかにし、

患者からの評価を反映することで Soft-mind と Hard-mind を併せ持

つ臨床医を養成する。 

 

１．取組の実施状況等  

①取組の実施状況 【２ページ以内】 

(１)取組の実施体制について 

本取組は、教育研究開発センターのカリキュラム部会及び今年度に編成予定の臨床実

習ディレクターが担当する。さらに、初期研修医の評価は卒後研修センターと臨床実

習指導医が行う。評価シートは臨床実習評価委員会及び教育研究開発センターで評

価、解析した内容を学生及び担当診療科にフィードバックした。年度毎の評価につい

ては自己評価委員会で評価し、修正を加え、次年度の取組に反映させた。本取組の財

政支援期間終了時の最終評価については、教育研究開発センターの事業実績報告書及

び本取組の総括報告書を作成し、外部評価者を含む自己評価委員会が評価した。 

(２)取組の実施内容について 

平成21年度実施内容  

①  臨床実習評価委員会は、教育研究開発センターの専任教員 2 名、臨床実習ディレ

クター（カリキュラム専門部会委員を含む）24 名、看護部 1 名、医療安全推進室

2 名による臨床実習評価委員会を組織し、コアメンバーによる会議を 2 回行った。

②  評価シートについては、循環器内科病棟で試験的に使用し、評価内容の改訂作業

をした。また、看護部門においてもどのようなシートが可能かを検討した。 

③  ①②に準じて現在使用しているポートフォリオ形式の評価シートに、Soft-mind

評価を含めた評価内容を加味し作成した。実際の実習と異なる部分については一

部内容を改訂し、②の評価を含む様式に変更するよう作業を行った。 

④  臨床技能研修センターを新施設である高度医療人育成センター内に移設した。従

来のシミュレータに加え、腹腔鏡シミュレータを導入した。（使用件数 255 件、使

用人数 4,318 人） 

⑤  卒後研修医の評価については、循環器内科などの病棟で試験的に行い、評価シー

トが医学部学生と同じ様式でよいか検討した。 

⑥  本学が選定されたプログラムの取組について紹介用パンフレットを作成し配布す

るとともに、ホームページを作成・公開し社会へ情報を発信した。また、本取組

を広報するためのシンポジウムを開催し、冊子を作成、ホームページに掲載した。

⑦  平成 22 年度から臨床実習を 44 週から 50 週に延長した。さらに、選択性実習では

基本的に 4 週間の実習とした。各種シミュレータなどを用いた実習を取り入れた。
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⑧  平成 21 年度大学教育改革プログラム合同フォーラムに積極的に参加して、情報を

収集し、実習時における学生評価について本学の取組と改革の参考とした。 

⑨  評価シートの内容について試験的な検証を行い、全学的な実施を準備した。 

平成22年度実施内容 

①  臨床実習期間中の5年生および6年生を対象に、臨床実習中に循環器内科および神

経内科に入院中の担当患者を個別に訪室して患者による評価、指導医および看護

師による評価を行った。（対象学生42名、解析対象患者23名） 

②  申請時作成の評価シートを昨年の内容から検討、看護師の評価を中心に改善した。

③  臨床実習前の臨床技能準備教育についてはシミュレータの充実のみならず、1年生

からシミュレータを用いた臨床講義を希望者に行った。また、シミュレータ等を

増設し、研修医の研修の機会を増やした。さらに、臨床技能のＤＶＤを独自に作

成し、e-leaningによる研修ができるようにシステムを構築した。 

④  老人福祉関連施設実習において、ポートフォリオと新たに用いた評価シートで学

生の評価を行った。各施設での標準化を如何にするかについて検討した。（施設

数26か所、参加人数100人（1年生全員）） 

⑤  本研究で評価した学生が初期研修の際にどのようになっているかについて検討し

たが、例数が少なく、評価するに至らなかった。 

⑥  授業評価、教養試験の評価、ケアマインド教育の成績と今回のアンケートの結果

について、患者、看護師、指導医からの評価との相関をとった。 

⑦  各大学の発表及び合同フォーラムに参加し、発表するとともに他学の取組につい

ても情報収集し、今後の取組の参考とした。 

⑧  本取組の中間報告を行うとともに、冊子にまとめ全国の医科大学に送付した。 

⑨  取組に関する実習内容について動画を含めホームページに掲載し、公開した。 

平成23年度（最終年度）実施内容 

①  診療科における臨床実習において、指導医、看護師、患者による評価シートを用

いた学生の Hard-mind と Soft-mind の評価を継続して行った。（対象学生 43 名、

解析対象患者 28 名） 

②  地域実習においてポートフォリオ形式の評価シートに加え、今回の取組の評価シ

ートを加味したものを使用し、実習現場での担当者の立場で Soft-mind の評価を

行った。（施設数 26 か所、参加人数 104 人（1 年生全員）） 

③  臨床実習の評価対象患者を受け持っている研修医を学生と同じ評価シートで評

価し、研修医の Soft-mind の評価をした。（対象研修医 12 名、全研修医数 107 人）

④  卒業後の研修医としての評価を学生時代と比較し、研修医に対する患者からの満

足度に学生時代のどのような要素が関係するかの評価・解析を行った。 

⑤  他大学卒業生の研修医についても評価し、どのような項目で、本学出身者と他学

出身者に差があるかを検証することで、本取組の効果を検証した。 

⑥  ①及び②における評価スコアを解析することで、学生と研修医の評価の差異を比

較し、学生時代のどのような要因によって影響されるかを検証した。 

⑦  事業実績報告書を作成し、自己評価委員会で評価を受けた。 

⑧  総括のための報告会の開催や活動成果報告書を作成し、学内外へ情報発信した 

⑨  各種取組についてホームページに掲載した。 

(３)社会への情報提供活動について 

本申請の取組内容、経過、成果等に関しては、取組の進捗状況に応じて、そ

の都度、本学のホームページに掲載した。最終年度には学内外の参加者による

報告会を行うとともに、報告書を作成した。また、マスコミへの積極的な情報

提供を行う事により、社会への情報発信を行った。  
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②取組の成果 【１ページ以内】 

１．計画時における取組の具体的な目的と達成目標 

現在1年次から4年次まで継続的に行っているケアマインド教育（Soft-mind）教育と基

礎医学・臨床医学教育・臨床技能教育（Hard-mind教育）の成果を各年次で行う経験的実

習の中で活かしつつ、5年次から行う臨床実習において、実際の患者から医学的情報とと

もに精神的・心理的情報、社会的情報を得ることにより、科学的な臨床推論、治療方針

の決定を行うとともに、心情的・精神的背景、社会的背景を加味した治療方針の決定が

出来る臨床医を育成することを目的とする。達成目標は、従来の知識偏重型の学生から

脱却し、確固たる科学的診断能力とともに豊かな思考力、人間性、高邁な倫理観をも

ち患者の視点で考えられ、個々の患者にとって最も適切な治療方針を決定できる臨床

医を育成すること。具体的には、取組により、患者からの学生評価が改善し、卒業後、

研修医としての能力にも改善が見られることを目標とする 

２．実際の成果と達成度 

和歌山県立医科大学はケアマインド教育に取り組み、同時に、体験型実習を学内や

大学周辺に限らず広く和歌山県下において行うことで地域医療マインドを育成する

教育を並行して行った。具体的には、1 年次の夏休みに県下 11 中核病院での早期体

験実習、年度末に 24 か所の老人福祉関連施設実習、2 年次に保育所実習、3 年次に障

害者福祉施設実習がある。6 年次には和歌山県下 16 の病院での臨床実習を行い、ケ

アマインドを合わせ持つ地域医療マインドの育成を図っている。これらの実習が最終

的に患者満足を得られる医療を提供できるかについて検証するため、臨床実習におい

て指導医からは知識・技能の Hard-mind の評価、看護師からは接遇、共感、気配り等

の Soft-mind の評価、患者からは接遇態度、身だしなみ、時間的配慮などについて聞

き取り調査を行った。実習中の訪室回数は研修医では増加し、訪室時間は研修医にな

ると減少した。指導医評価は卒業時の成績、OSCE の成績と正相関を示したが、ケア

マインド教育の成績とは相関を示さなかった。看護師の評価は卒業時の成績とは相関

を認めず、ケアマインド教育の成績とは正の相関を示した。患者評価は卒業時の成績

とは相関せず、ケアマインド教育の成績、OSCE の成績と正相関を示した。自己評価

はどの成績とも相関しなかった。看護師及び患者評価はケアマインド教育の評価と相

関するが、知識・技能を問う卒業試験とは相関しなかったことから、患者満足が得ら

れる資質は通常の教育では育成が困難であり、継続的なケアマインド教育が必要であ

る。また、1 年次の老人福祉施設での介護士による評価は 1 年次の成績、ケアマイン

ド教育の成績と関連しなかった。老人福祉施設での評価とケアマインド教育の評価が

相関しなかったことより、継続的な教育が卒業時点におけるケアマインドの形成に必

要と思われる。今回の取組については、学部学生においてはほぼ達成できた。また、

研修医の評価については学生時に評価した学生を卒業後に縦断的に評価するには年

数が足りなかったことから完全には目標に達しなかった。この結果に基づき、臨床実

習中に全科において患者からの学生評価を行うことになり、より質の高い実習評価が

実現した。本取組は平成 22 年度の名古屋市立大学の教育シンポジウムで発表した。

また、地域の老人福祉施設による実習に対するアンケート調査の結果、高評価を得た。
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③評価及び改善・充実への取組 【１ページ以内】 

医学部の教育に関する諸事項は、教育研究開発センターのカリキュラム部会、教育

評価部会、ＦＤ部会、入試検討部会、臨床技能教育部会において審議され、同センタ

ーの運営委員会、教育審議会の議を経て決定される。年度初めには各部会の運営方針、

年度予算が同センターの運営委員会に提出され、議を経て教育審議会で決定される。

また、年度末には事業報告書と予算執行について同センターの自己評価委員会（外部

評価者を含む）により審議され、結果は教育審議会に報告される。自己評価の結果は

同センターのホームページの「自己評価委員会の事業報告」に掲載され、公開されて

いる。また、報告を踏まえ、各部会の年度当初の計画に反映されるようにしており、

ＰＤＣＡサイクルは稼動している。また、公立大学法人としての大学は中期計画、年

度計画を作成し、教育を含めた進捗状況について自己点検するとともに、年度末には

年度の自己評価を行い、実施状況について評価委員会に対して報告し審査を受けてい

る。その評価は大学及び和歌山県のホームページ上に公開しており、次年度の年次計

画に反映される。以上のように大学の教育、研究、運営についても計画、実施、評価、

反映のＰＤＣＡサイクルは確立されている。本取組についても年度ごとの評価を受け

た上で、最終年度には 3 年間の取組について評価を受けた。地域実習については、学

生の定員増とも関連し施設を増やしたが、評価の低い施設もあり、一部変更を行った。

また、施設の指導者からの評価のみであったことから、入所者の観点で現場の評価を

行えるよう改善した。臨床実習については、患者評価より、看護師の評価が望ましい

と評価されたが、看護業務との関連で十分な評価が困難であることも明らかになり、

評価を専任の看護師で行うなど改善した。取組の達成については、Soft-mind の評価

と学部教育における進級時の成績、ケアマインド教育、共用試験など多くの指標との

関連を解析した。その結果、ケアマインド教育や共用試験 OSCE が Soft-mind の習得

と関連していることが明らかとなった。 
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④財政支援期間終了後の取組 【１ページ以内】 

本取組終了後も、実習について大学より予算措置が講じられ、地域実習も含め、ほ

ぼ取組期間中と同様の実習を行うことが可能となった。また、本事業に必要な人員も

継続事業として認められ、期間中と同様の体制を維持することができた。アンケート

調査は、評価シートを簡便化し、すべての担当患者からの評価を受けることができる

ように改善し、より広範に継続的な調査を継続する。解析についても、教育研究開発

センターの運営費により十分対応できるものであり、教育研究開発センターの事務職

員および継続事業の担当者が対応する。事業の継続には人員の確保が課題であったが、

大学から人員を含めた継続が認められたことから、従来と同様の事業が継続できるこ

ととなった。 
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医療の現場で、ケアマインド（Soft-mind）と知識・技能（Hard- mind 教育）の融合

を図るために、臨床実習において指導医、看護師、患者からの多面的評価を行った。対

象患者は 89 名で、症状が安定し、質問が可能で同意が得られた患者 51 名を対象とした。

その結果、指導教員からの評価と卒業時の成績は正相関（r=0.273, p=0.001）し、患者

および看護師からの患者の心、生活支援に関する評価は、ケアマインド教育の成績

（r=0.258, p=0.043）、共用試験 OSCE の成績（r=0.428, p=0.005）と相関した。一方、1

年次の地域実習での Soft-mind の評価はケアマインド教育の成績とは相関せず、ケアマ

インドの育成には継続的な教育が必要であることが明らかとなった。また、Soft-mind

の修得と Hard-mindの修得には明らかな相関はなく、個別の教育課程が必要であること、

それらを評価するには個別の評価方法が必要であることが明らかとなった。最終的な診

療の場において両者を融合するには多くの体験が必要であるが、その基盤形成には 6 年

間の継続的な教育が必要である。今後はより簡便な指標を用いた評価を、全診療科で継

続するとともに、縦断的な解析を行うよう展開していく予定である。 

２．取組の全体像 【１ページ以内】 
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