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研究成果の概要（和文）：本研究の目的は、日本ではチュートリアル教育と呼ばれる、PBL（問題解決型学習）教授法
についてである。現在、一般的にチュートリアル教育と呼ばれているPBL(Problem-based Learning：問題解決型学習)
は、医学教育のグローバル化に合わせるように、1990年に日本へ初めて導入された。日本の医科大学へカリキュラムと
して導入されて以来、過去20年間における進化と現在の日本でのPBLモデルについての検討である.

研究成果の概要（英文）：The aim of this research was to examine how the teaching methodology called 
Problem Based Learning (PBL), in Japan it is called tutorial education, has evolved over the past twenty 
years since its introduction into the curriculum of Japanese medical universities, and the types of PBL 
models that currently exist in Japan.

研究分野： Medical education
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１．研究開始当初の背景 
 現在、一般的にチュートリアル教育と呼ば
れている PBL(Problem-based Learning：問題
解決型学習)は、医学教育のグローバル化に
合わせるように、1990 年に日本へ初めて導入
された。元々PBL は、海外の医科大学、特に
カナダのマックマスター大学、アメリカのハ
ーバード大学やハワイ大学ジョンAバーンズ
医学部、そしてヨーロッパのマーストリヒト
大学において、1970 年代以降に発展してきた
ものである。 
まず、日本の大学が PBL を導入したのは非

常に遅かった。2001 年には日本政府によって
医科大学におけるモデル・コア・カリキュラ
ムの改定が行われ、PBL の採用が努力目標と
なり、その導入に更なる拍車がかかった。
2004 年までに、日本の医科大学のおよそ 80%
で PBLチュートリアル学習が採用されたこと
を Kozu（２００６）が報告している。 
しかしながら、チュートリアル学習の組み

入れと発展は、各々の大学や地域においてま
さに「ガラパゴス化」と表現されるような独
自の路線をたどることになる。各々の大学や
地域において、他の大学や地域のものとは異
なった独自のチュートリアル学習が発展す
るに至ったのである。 
このように様々なチュートリアル学習の

形態が確立されたのだが、それらすべてのや
り方が、他の大学で考えられている「ベスト
な学習法」に合致するわけではない。 
国際医学教育協会(IIME)の中央委員会によ
って、現在のグローバル最小必須要件(GMER)
が設定されたことで、この現状にさらにフォ
ーカスが当てられることとなった。 
この委員会によって、高い水準の能力を兼

ね備えた「世界基準の医師」をすべての医科
大学において育てるために必要と考えられ
る、最低限の学習到達目標が設定された。 
世界医学教育連合(WFME)は、その学習到達目
標普及の完了を 2020 年に設定しているが、
日本の医科大学は 2023 年までに、グローバ
ル化に合わせた新たな学習水準を導入しよ
うと考えている。 
 
２．研究の目的 
 本研究の目的は、日本ではチュートリアル
教育と呼ばれる、PBL 教授法について、日本
の医科大学にカリキュラムとして導入され
て以来、過去 20 年間における進化と現在の
日本でのPBLモデルについての検討である。 
本研究の暗黙の目標は、現行の PBL の中でど
のようなモデルが、他の大学において有用で
あるかを検証することである。 
 
３．研究の方法 
 まず、予備調査は以下の通りである。 
（１）医学生、PBL のチューター、プログラ
ムコーディネーターと定性的インタビュー、 
（２）定量的研究 
 3 大学で 583 名の日本の医学生（93.4%）の

定量的調査（学生が調査するために 2参加大
学は、許可を与えていない）。 
（３）方法 
質問紙法 
（佐賀医科大学・浜松医科大学・神戸医科大
学・東京女子医科大学・藤田保健衛生大学に
配布依頼。但し、回答に同意する学校のみ。） 
回収件数 583 件（約 624 配布） 
（４）民族学博物館比較研究 
民族学博物館比較研究。3 外国医療大学の

30 の外国の医学生。 
 
期間 
2013 年 4月～2014 年 4月 
次に、予備調査に続く、本調査の方法上の質
的な特色としては、以下の3点が挙げられる。 
（１）研究課題を文献研究で歴史的に吟味し
た点。 
（２）医学生、チューター、および PBL コー
ディネーターとのインタビュー。 
 
４．研究成果 
この研究は、以下の質問に答えるために行

われた。 
（1）日本の PBL は、現在日本独自のスタイ
ル（ジャパニーズ・フェイス）を持っている
か？ 
日本のチュートリアル教育は、日本の教育者
や管理者そして医学生などからの様々な要
求を考慮して日本独特のものになっている。 
事実上すべてのモデルでPBLの共通の段階

の基本的な概要は次に掲げる。 

 

図 1. PBL のプロセスモデル 

 
日本におけるチュートリアル教育は、教職者
や医学生の要望を考慮しつつ、日本独特のチ
ュートリアル教育になるように開発された。
実際、日本におけるチュートリアル教育の研
究では、次のように述べられている。日本の
チュートリアル教育は、それぞれの医科大学
において、他の大学で行われているものとは
関係なく独自に開発され、必要に応じて変更
や修正されている。それぞれのチュートリア
ル教育は共通の目的の元で機能しているが、
多くの違いや特徴を有しており、それはまさ
に、日本の PBL 教育の「ガラパゴス化」であ



る。１チューターあたりの学生数などのいく
つかの違いは大きな問題にはならない。しか
し、一方で、年間もしくは週あたりに何回チ
ュートリアルが行われるかどうかや、チュー
ターは医師であるのか、研究者であるのか、
もしくは医学生の上級生であるかどうかや、
チュートリアルへ参加した学生がどのよう
に評価されるか、などの違いは非常に重要で
ある。以下の表は、本研究で観察された５つ
の異なるモデルを説明ととともに示してい
る。 
 

 
表 1. 医科チュ-トリアル教育(PBL)のハイブリッドモデル 

 
モデル A 
 このユニークなハイブリッドモデルは、学
生・ドクターのコミュニケーションを容易に
するために、オーディオビデオ技術が大きな
役割を果たしている。 
 各チュートリアル・ルームには、ケース・
スタディの設計とユニットを担当する医師
のパネルがすべてのグループを観察し、監視
する中央制御室に連結された双方向のビデ
オ監視システムを持っている。 各グループ
が形成された後、一人のチューターが２つの
チュートリアルのグループを監督するため
に割り当てられ、学生を順番にチュ-ターが
訪問し、各グループは割り当てられた時間の
中で、プロセスを開始する。すべてのグルー
プがビデオリンクを介して観察され、その進
捗状況が監視される。学生は仮説をたて、ケ
ース・スタディの解決段階に到達すると、そ
れについてのポスターを作成する。医師のパ
ネルは、中央制御室に集められたポスターを
レビューし提案やコメントを行い、その後、
必要な変更を行うため、学生に戻される。こ
れにより、すべてのグループは、歩調を合わ
せることができる。チュートリアル時間の終
わりには、各グループは制御室の医師のパネ
ルとケース・スタディに関する彼らの質問を
送信することができ、これらの質問は、各グ
ループが、双方向のビデオリンクを経由して、
すべての学生が医師のパネルと話すことが
できる。 
 
モデル B 
 この学習内容を学習者の学年によって変

化させるモデルでは、1 年生では「学び方を
学ぶ」チュートリアルを行う。問題発見抽出
や自己学習の仕方、グループ討論の仕方を学
び、より良い意思疎通をするため個人の意見
を述べ、チームメンバーとして徐々に仕事を
することができるように学生の学習能力開
発に主眼が置かれている。「学び方を学ぶ」
から「知りたいことを学ぶ」、「自分に必要
なことを学ぶ」、「領域内を統合して学ぶ」、
「診療上の問題を解決する」と学年によって
チュートリアルの意義と学習内容が変化す
る「累進型チュートリアル」である。PBL に
ついての学生へのオリエンテーションは、学
年全体に対する講義でその学年におけるチ
ュートリアル学習の意義・方法をビデオなど
を用いながら説明し、その後チュートリアル
グループに分かれてチューターと学生グル
ープにより行われる。全ての学生はチュート
リアルセッションで全ての議論に貢献する
ことが必要で、積極的な姿勢が好まれる。興
味深い特徴は、学生にやる気を持たせ、意思
疎通が円滑に行われるように、最初のチュー
トリアルセッションでチューターが支援す
ることである。もう一つの特徴は、チュート
リアルのプロセスを通して学んだこと、個人
が行ったグループへの貢献を、各チュートリ
アルセッションの最後に学生が自分で評価
し、アセスメントとして述べる時間があるこ
とだ。PBL の最初の時期に重要な準備をする
ことにより、医学生は 3 年生、4 年生と進級
するにつれ、より複雑な問題に対処し、自分
の医学的知識の活用、他者とのディスカッシ
ョンを通じた問題解決能力を高めることが
可能になる。 
 チュートリアルセッションの時間は105分
とされているが、 チューターが同席するチ
ュートリアルの前に、学生はチューター無し
の状態で個人またはチュートリアルグルー
プで 70 分間学習する。そしてチュートリア
ルセッションで問題抽出や学習項目を設定
し、チュートリアル終了後、学生の自己学習
として問題解決の時間（LI）を 70 分用意し
ている。 
 
モデル C 
 このハイブリッドモデルは、ハワイ（ハワ
イ大学医学部）とカナダ（マックマスター大
学）で実施されている PBL モデルを基にして
いる。３・４年次生向けのフェーズ３プログ
ラムでは、学生はチュートリアルグループで
毎週２回３時間ずつチューターと会いうこ
とになっている。PBL の学習プロセスは３段
階に分けられている。 
 第 1段階では、学生はグループで一緒に問
題を読み、事例の中から問題を見つけ出し、
その問題を手がかりに学習課題のリストを
作成する。その後、それぞれ異なる学習課題
が割り当てられる。 
 第 2 段階では、各自学習課題に取り組み、
次のチュートリアルでクラス全員に配布す



る要約を準備する。 
 第 3段階では、それぞれ学習課題について
学んだことを自分のグループで発表した後、
問題との関連性について議論する。学生は新
たに得た知識を応用し、問題解決にどのよう
な選択肢があるかを討論するのである。 
 チュートリアル以外の時間には、臨床医学
の講義が従来のカリキュラムどおり行われ
るが、講義内容は PBL の課題に関連するもの
とは限らない。とはいえ、学生は学習課題を
介して自主的に学習を行うことにより、知識
広げることができる。 
 
モデル D 
 このハイブリッドモデルは、プロセスおよ
び構造においてモデルCに非常に類似してい
る。しかし、このモデルでは、6 年生がチュ
ーターとして臨床医と一緒に利用される。チ
ューターとして先輩の学生を利用するとい
う考えは、日本のいくつかの大学で行われて
いるが、常に継続されるとは限らない。最初
のコンセプトとして、臨床医の大幅な仕事量
の増加による依存を減らすために開発され
た。このモデルでは、6 年生がチューターと
なりボランティアになることを 求められた。
成績の良い学生を選びチュ−ターとして訓練
をしている。シニア学生チューターはチュー
トリアルで実際にエネルギッシュで熱意が
あるとして好評を得ている。学生が緊張せず
に質問できる事で、チュートリアルの雰囲気
が良いという報告がされている。 
 
モデル E 
 モデル Eは、モデル C及び Dに類似した構
造である。このハイブリッドモデルは、指導
者として臨床医、学生チューターを採用して
いる。学生チューターは、臨床医の負担を軽
減するために導入した制度である。現在 5年
次の学生が、年２回行っている。 
 中央制御室にあるオーディオビデオシス
テムの3つのワークステーションモニターに
より、各チュートリアル部屋を監視、記録し
ている。 
 チュートリアルは１グループ8名程度であ
る。チュートリアル実施年次は、3 年次から
4 年次である。週 2 回を基本とし、午前 8 時
30 分から 1時間が指定された時間である。そ
の後は、グループ学習、自己学習の時間に充
てられている。課題の最後には、各グループ
が学習成果をプレゼンテーションし、さらに
まとめとして総合講義が行われる。 
 成績評価は、積極性、自己学習、発表と討
論、協調性の項目に対し、チューターが評価
する。 
 
特別な機能 
上記に述べたこれらPBLモデルの構想以外に、
プログラムの有効性や学生の動機を向上さ
せるため、さらに追加に値する構想や改革を
記載する。 

① 学生チューター 
 チュートリアルの実施初期には、多くのチ
ューターは、チュートリアル教育に不慣れな
ことと、仕事の増量よる負担を訴えた。時間
の経過により、大学は学生チューターの活用
という解決策を生み出した。 
② テクノロジー 
上記 3つのモデルにおいて PBLでの学習環境
を向上させるため、種々のオーディオ、ビデ
オ、及びコンピュータ技術が導入されている。
一般的な導入技術は、チュートリアルの部屋
/グループのビデオ監視システムである。こ
れは、ユニットの監督が、すべてのグループ
の課題への対策過程を監視することを可能
とし、必要に応じて助言や支援をすることが
出来る。個々のチュートリアルの記録データ
の蓄積により内容を確認、学習することが可
能となり、学生とチューターの両方の学習を
支援することができる。 
③ インタープロフェッショナルワーク

（IPW） 
  神戸大学医学部で観察した独特のチュー
トリアルプログラムの一つは、医療、看護お
よび薬科大学薬学部からの学生を組み合わ
せた多職種協働のワークショップであった。
このタイプのプロジェクトは、東京女子医大
が先駆けとなり、文部科学省が大学教育支援
プログラムとして、サポートし認識されたこ
とによって制定された。IPW チュートリアル
プログラムは、様々な分野の学生が議論し、
共通の問題の解決に、それぞれの立場からど
のように貢献できるかを学ぶために行う PBL
チュートリアルである。異分野コミュニケー
ションは、チームワークのスキルを身につけ
るために必要な基本的素養である。そしてチ
ームワークを発揮し、医療パズルのピースを
組み合わせることで、患者にとって最適な医
療をは何か、さらにはより大きな医療モデル
にまで学生は理解を広げることが可能にな
る。医学部学生は、他の職種と共に学ぶ機会
を得て、医師とは異なる視点に気づくととも
に、協働して問題解決に至る体験ができたと
考えられる。 
④ 国際交流 
他大学医学部との交換プログラムにより新
たな重要な教育尺度の追加が可能である。国
外の医学生と異なった経験を分かち合うこ
とにより、通常のチュートリアルに新たな風
が吹き込まれる。例えば、佐賀医科大学は、
ハワイや台湾の医学部との交換留学を行っ
ている。他の医学部においては日本の医学生
はハワイをはじめとする国外の医学部を訪
問する機会を得て、異文化でのチュートリア
ルを学んでいる。 
 
調査結果 
日本の医学生が積極的にチュートリアルス
タイルの教育に参加しているということを、
アンケートの結果が示している。彼らはより
リラックスして、より自由にコミュニケーシ



ョンが図れるとして、シニア学生チューター
のチュートリアルを歓迎している。海外 PBL
プログラムは、チューター/ファシリテーター
としての医学生を採用していないが、そのア
イディアに外国人の医学生はコメントし、調
査結果にも反映されている。もちろん、ポジ
ティブなコミュニケーションは、日本のチュ
ートリアル教育の目標の一つであり、学生の
反応は、それがポジティブな方向に向かって
いることを示している。 

 
図 2.調査質問 4 グループのメンバー全員で協力しあって、学習を進める

ことができた。 

 
図 3.調査質問 12 チューターの学生は、チュートリアルにおける自分の学

習をサポートしてくれた。 

 
図 4.調査質問 18 チュートリアル授業は、学生やチューター同士の積極的

な発言があればもっと良くなると思う。 

 
（２） PBL は日本の医科大学教育システムへ
成功裡に導入されているか？ 
 チュートリアルプログラムは、日本の 80
校ある医科大学のうち、75の医科大学で導入
されている。チュートリアル教育を学生が受
け入れることは、成功するために非常に重要
である。アンケートの回答やインタビューは、
海外の医大とほぼ同じレベルで、広く受け入
れられていることを示している。日本の医学
生の大半は通常の講義よりも、PBL による学
習がより良いサポートをしていると考えて
いる。最終的に学生は、チュートリアル教育
の価値を理解し、将来的に続けていきたいと
思っている。  

 
図 5.調査質問 1 私はチュートリアルの学習システムが好きだ。 

 

図 6.調査質問 11 チューターの医師は、チュートリアルにおける自分の学

習をサポートしてくれた。 

 

図 7.調査質問 13  PBL チュートリアルをこれからも続けてほしい。 

 
（３）PBL は、日本の医学教育の有効性を改
善するのに役立っているか？ 
 日本の医学教育は変革されているが、チュ
ートリアル教育についてはまだ調整中の状
態にある。学生は、チュートリアル教育を
通じて別の学習方法を経験し、学ぶための
新しい方法を学んでいる。しかし、試験の
ために勉強することがまだ彼らの主要な目
標となっている。そのため、学生のチュー
トリアルによる開発スキルの評価には、よ
り多くの注意が必要である。たとえそうで
あっても、アンケート調査の結果、彼らが
チュートリアルは学習はより効果的である
と感じていることを示している。また、学
生はチュートリアルの準備と勉強をするこ
とにより多くの努力をしている。  
2016 年から日本の大学で新しい医学カリキ
ュラムが導入されることになり、再びチュー
トリアル教育に変化が生じている。 
 
（４）医科大学の学生は高いレベルの学習と
批判的思考スキルを適切にPBLで評価されて
いるか？ 
 表 1は、チュートリアル教育によるの学生
の評価の多様性を示している。しかし実際に
は、ペーパー試験ほどには重要視されていな
い。大学の管理者達は、学生の学習をサポー
トするために、講義を加えたチュートリアル
教育などのハイブリッドモデルを見るのに
対し、各部分に与えられた評価の重みを調べ
ることによって、それはより正確に、以前の
従来の講義形式への復帰とみなすことがで
きるが、チュートリアルを追加した、その全
体のプログラムを PBL と呼ぶことができる。
そのため、学生のチュートリアルスキルを評
価するには、より多くの注意が必要となる。 
 
5.日本の医科大学のPBLと外国の医科大学の
PBL の進化の違いは何？ 
 日本の大学は PBL を採用した後、日本の教
育環境により適合するようにPBLをハイブリ
ッドスタイルに発展させた。それは日本人学



生が共同学習と高次の学習スキルに必要と
なるコミュニケーションスキルの開発を支
援するものである。この点に関しては、「PBL
と様々な文化間の衝突」について記述されて
いる数多くの論文中で検討されている。PBL
の異文化の影響に関する研究では、「アジア
のコミュニケーションスタイル」は PBL に必
要な双方向のコミュニケーションと深刻な
対立をもたらすと示唆している。ただし、チ
ュートリアルの設定においては、支援的な学
習環境を作成することによって、文化的な障
壁を克服することができる。そして、養育学
習環境は、いくつかの文化的な相違を減らす
ことができる。また、PBL をどのように構成
して実行していくかにおいて文化的なこと
が重要であることが示唆されている。その国
の文化にて適合した PBL は評価されるため。
チュートリアルスタイルの教育に適合させ
ようとする日本のアプローチはかわらない。 
 
本研究プロジェクトでは、日本における PBL
モデルが示されている。医科大学の多くは、
アクティブなチュートリアルプログラムを
導入している。しかし、いくつかの医科大学
は受動的です。日本の医科大学は現在、その
ような拡張臨床実習と OSCE などの新しい要
件を含むようにカリキュラムを改訂してい
る。しかし、問題は残っており、より多くの
注意がPBLを開発するために必要とされてい
ます。医科大学は、全て日本の医学生のため
の医学教育を向上させるためには、これらの
モデルを開発するより情報の共有が必要で
す。本研究の目的は、現在の PBL の任意のモ
デルが、他の大学に有用であることを確認 
するために行っています。大学間における更
なる協力が非常に重要な事となります。 
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