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研究成果の概要（和文）：【目的】われわれが開発した「外来実習と医療面接実習を融合させたコミュニケーシ
ョン実習プログラム」に、共感Empathyの評価尺度であるCARE measure（CM）を導入した実習プログラムの教育
効果を検証する。【研究方法】学生が外来で行う医療面接を、CMを用いて指導医とともに振り返る。その後、医
療面接ピア・ロールプレイ実習をし、外来実習を経験した学生が、ピア・ロールプレイのなかでその患者役を再
現し、その後の小グループ討議で医師役の演技を、CMを元に振り返る。この実習の効果を、学生に対する半構造
化面接で質的に探索する。【研究成果】本研究に関する実践報告を行い、現在更に質的研究へと進めている。

研究成果の概要（英文）：Objective: The goal of this study is to assess the outcome of our innovative
 curriculum of communication education combining the outpatient clinical clerkship and medical 
interview training using the empathy measurement scale ‘CARE measure’. 
Methodology: Students take a history at the outpatient clinic and make a reflection with the 
preceptors using the items of listed in the ‘CARE measure.’ After the outpatient clinical 
clerkship, small group session for communication using the peer role-play is set up. In the peer 
role-play, student who saw the patient at the outpatient clinic plays the patient’s role and 
respond to the student of the doctor’s role. Reflection is shared by the group members as well as 
teacher based on the ‘CARE measure.’               Results: So far we presented our ongoing 
research projects in the several domestic and international medical education conference. 
Qualitative research is now in the process and bit delaying due to previous research. 
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１．研究開始当初の背景 
患者自身に、考えや感情、期待を表現するこ
とを促し、医師がそれに責任を持つ患者中心
的医療 1 は、近年の医師患者関係の変化のな
かで重要性が増している 2。よって患者の視点
と診療方針の隔たりを埋めるコミュニケーシ
ョンを行うことは、もはや全ての医師にとっ
て必要な診療能力といえる 3，4。本邦でも医師
の基本的臨床能力の養成のため、2004年に「プ
ライマリ・ケアの基本的臨床能力の獲得」を
目的として医師研修制度が見直され、患者の
ニーズを全人的に把握することが、臨床研修
の行動目標「医療人として必要な基本姿勢・
態度」（厚生労働省医政局）として位置づけら
れている。 
 
卒前教育においても共用試験が 2005 年から
実施され、参加型臨床実習での基本的臨床技
能の獲得が指向されている 5。一方で臨床推論
能力の獲得が重視されており、患者中心的態
度は医学部の課程が進むにつれて減弱するに
もかかわらず 6、本邦でも臨床実習期間中の患
者中心的態度の養成は十分ではない。 
 
 ところで、外来診療は入院診療よりも患者
中心的で 7、生物学的な観点からの臨床推論に
加え、患者の視点を踏まえて治療方針を交渉
する技術が求められる 8。そのことから、卒前
臨床実習における外来診療教育は患者中心的
態度を養成するための良い機会となりうる。 
 
我々は、臨床実習において効果的に学生の臨
床推論とコミュニケーションスキルを向上さ
せるための医療面接実習教育をパッケージ化
することに力を注いできた 9。当初は学生が作
成したシナリオに基づくロールプレイを開発
したが、シナリオに関する現実性の欠如が問
題 9 となった。そこで、それ以前に行ってい
た外来実習を生かして『学生自身が外来実習
で実際の患者と医療面接をして情報収集し、
その情報をもとにその学生が患者役になり、
医療面接実習でピア・ロールプレイをする方
法』を考案した。これは「外来実習と医療面
接実習を融合させたコミュニケーション実習
プログラム」であり、症例に基づく臨床推論
の教育 10 となるだけでなく、外来診療実習で
学生が面接した患者に関する振り返りとグル
ープ内での共有を通して患者中心的態度を生
みだすことを探索した（2012-2014 年挑戦的萌
芽研究、課題番号 24659239、論文作成中）。 
 
さらに我々は、医師が患者中心的態度を向上
させるとき、共感 Empathy を表現する能力を
向上させるという報告 11 に着目した。既に

我々は医師の共感を患者が評価する CARE 
Measure の日本語版を開発・報告 12 していた
ことから、『外来実習および、実際の患者情報
をもとに行うピア・ロールプレイにおいて、
日本語版 CARE Measure を用いて患者役学生
がフィードバックを行う事が、医学生の患者
中心的態度の育成を促進し、パッケージ化さ
れたコミュニケーション実習プログラムに発
展的に影響するのではないか』と着想した。 
 
２．研究の目的 
 本研究は、当講座で既に開発した「外来実
習と医療面接実習を融合させたコミュニケー
ション実習プログラム」に、共感 Empathy の
評価尺度である CARE measure を導入して学
生相互評価を構造化し、臨床推論と患者中心
的医療を融合する実践的な外来診療実習プロ
グラムを構築し、その教育的効果を検証する
ことを目的とする。 
 
３．研究の方法 
 本研究は、外来実習と医療面接ピア・ロー
ルプレイ実習を組み合わせた、以下の教育実
習プログラムに関するものである。 
 
外来実習における学生の患者診療への過程 
①患者に対し、外来実習責任者（プリセプタ
ー）による学生実習同意書の配布・説明 
②学生による医療面接実習 
③プリセプターに対し、学生による診療内容
のプレゼンテーション 
④学生とプリセプターによる、診断・治療方
針に関する議論 
 →患者中心的医療と臨床推論を融合させる
新・指導ガイドの導入 
⑤患者からの学生に対するフィードバックシ
ートの記載、CARE measure 記載導入 
 
医療面接実習（ロールプレイ・ビデオ録画・
小グループディスカッション） 
①担当を医師役・患者役・ビデオを供覧する
他の学生に分ける 
②医師役・患者役で医療面接のロールプレイ
を行う 
③医療面接の様子をビデオ録画する 
④面接終了後、録画した内容を皆で供覧する 
⑤医師役・患者役の学生により、セッション
に関する振り返りを行う 
 →患者役学生による、CARE measure の記載
とそれに基づく振り返りの新規導入 
⑥皆で医療面接についてコミュニケーショ
ン・鑑別診断に関して議論する 
 
上記プログラムにおいて、日本語版 CARE 



Measure を学生の振り返りシートとして新規
導入に関する意義を、学生に対する半構造化
インタビューを通して質的に探索することを
計画した。 
 
４．研究成果 
本研究は、先行研究（臨床推論とコミュニケ
ーション学習を融合した医療面接実習方略の
構築とその評価：課題番号 24659239）の遅延
に影響を受けて、研究の進行に遅延が生じた。
先行研究の報告と並行しながら、本研究に関
する実践報告を行い、質的研究へと進めてい
る。 
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