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研究成果の概要（和文）：医療者教育学修士課程のカリキュラムを検討し、ニーズ調査を実施した。人材像とし
てはresearch, innovation, leader, scholar, transform, change agent, academic career, developer, 
practitioner, education psychology, specialist などが重要であることが明らかとなった。国内の医学教育
指導者2508名に対するアンケートでは471名が回答し、うち20%、100名以上が修士課程の履修を希望しているこ
と、全国各地の多職種の中堅医療指導者であることが明らかとなった。

研究成果の概要（英文）：We investigated the curriculum of master courses of health profession 
education in the world, and the important mission or outcomes of these master courses were research,
 innovation, leader, scholar, transform, change agent, academic career, developer, practitioner, 
education psychology, and specialist. We also performed a nation-wide questionnaire survey and 
clarified more than 100 healthcare educators in various professions hoped to learn in such a master 
courses. This study will provide important information for the establishment of the master courses 
for healthcare professions in Japan.

研究分野： 医学教育
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１．研究開始当初の背景 
 
超高齢・少子社会、グローバル社会の到来に
伴って、医療人にも新たな役割と能力が求め
られている。将来にわたって医療人の能力向
上を図っていくには、教育面の学識・実践力・
研究力を兼備した医療者教育のリーダー育成
が急務である。世界では医療者教育の修士課
程が設立されているが（欧州46 校、北米41 校、
アジア・オセアニア20校、その他14 校、計121 
校）、わが国では医療者教育は皆無と非常に
立ち後れている。グローバル化の中で、国際
的に通用するリーダー育成が急務である。 
 
２．研究の目的 
 
急激な社会変化に対応できる優れた医療人を
育成するためには、医療者教育を牽引できる
リーダーの養成が不可欠である。海外では医
療者教育学の修士課程が多数設立され、教育
面のリーダー育成が進んでいるが、我が国で
はこの分野の修士課程は皆無であり立ち遅れ
ている。本研究では医療者教育学大学院の構
築に必要不可欠な要素について調査研究を行
う。 
 
３．研究の方法 
	
医療者教育大学院修士課程によって養成され
る人材像（学識・実践力・研究力）を明らか
にし、修士課程のカリキュラム（基本方針、
授業科目、学生支援制度）、教育システム、
教育コンテンツ（教材作成、遠隔教育システ
ム）について情報集と分析を行う。 
また、ニーズ調査を行う。	
	
４．研究成果	
	
医療者教育学修士課程のあり方を検討する
ために、医療者教育のリーダーの人材像(ア
ウトカム）、医療者教育学修士課程のカリキ
ュラムの検討を行い、合わせてニーズ調査を
実施した。	
世界に存在する 128 校の医療者教育修士課
程を分析したところ、北米 45 校、ヨーロッ
パ 42 校をはじめ、アジアにも 9 校あるが、
日本を含めた東アジアには 1校も存在しない
ことが判明した。教育形態は、対面方式と遠
隔・オンライン方式がほぼ半数ずつを占めて
いるが、今後はオンライン方式が増加してい
くと考えられる。修士課程のミッションとし
てはResearch,	innovation,	leader,	scholar,	
transform,	change	agent,	academic	career,	
developer,	 practitioner,	 education	
psychology,	specialist	などが重要である
ことが明らかとなった。	
	 全国ワークショップの参加者 294 名に対し
「どのレベルの資格が必要か？」を問うたと
ころ、1)フェローシップ、2)修士課程、3)博

士課程の順に必要性が高いという回答であ
った。自由記載では、医療の改善につながる
実践的な医療教育者の育成が必要、そのため
の教育の基本を知る必要性、勤務を続けなが
ら学べる制度、安易な制度とならないこと、
キャリアに活かせること、などが指摘された。
また全国の卒前・卒後医学教育関係者・過去
の医学教育セミナー参加者 2508 名に対する
ウェブアンケートに回答した 471 名では、約
20％、約 100 名が修士課程への参加を希望し
ていることが明らかとなり、医師だけでなく
多職種にわたること、30 歳代から 40 歳代の
中堅医療者であること、全国各地からの参加
が考えられることが明らかとなった。	
	

	

Maastricht University (Netherlands): The Maastricht School 
of Health Professions Education (SHE) is a graduate school for 
education, research and innovation in health professions 
education. SHE provides high quality multidisciplinary research 
and teaching aimed at the improvement of health professions 
education. 

University of Illinois (USA): To produce exemplary leaders and 
scholars who will advance the field of health professions 
education in order to improve health care locally, regionally, and 
internationally. 

Johns Hopkins University (USA): The Mission of the Master of 
Education in the Health Professions is to globally transform 
education in the health professions through the effective 
inter-professional preparation of its future leaders and change 
agents. 

Dundee University (UK): Our courses are aimed at those new 
to teaching and training and those who wish to gain further skills 
and knowledge in the area of medical education. Graduates of 
the Medical Education programmes in Dundee are world leaders 
in medical education. 

Edinburgh University (UK): The aim of the programme is to 
promote high quality clinical education by helping participants 
reflect-upon and share insights about their practice, to 
understand and apply educational theories and evidence from 
the literature, and to help participants develop a good solid 
foundation in clinical education and educational research upon 
which they can continue to build their own academic career. 

McGill University (Canada): The Health Professions Education 
program is dedicated to the preparation of qualified researchers, 
developers, and practitioners who can advance the scientific 
understanding and practice of teaching and learning as they 
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happen in the health professions and throughout the life-span. 
The program is for health professionals who are interested in 
conducting educational research and working on development 
projects (e.g., program, curriculum, faculty) as well as for 
Education Psychology graduate students who are interested in 
issues related to medical education and education in other health 
professions. The Health Professions Education program aims to 
develop competent and inquiring professionals who have the 
skills to understand and improve learning and teaching by way of 
conceptualizing and conducting educational research in different 
formal and informal settings related to the health professions. 

Flinders University (Australia): The course aims to provide 
health professionals with an understanding of foundational 
principles of symbiotic clinical education, the ability to 
demonstrate advanced and applied knowledge and skills in 
clinical education. Students will also be able to contribute to this 
specialist body of knowledge by undertaking a piece of 
educational research. 
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