平成２６年度 事業報告書
(平成２６年４月から平成２７年３月まで)

公益財団法人 医学教育振興財団

平成２６年度において、事業の一層の充実を図りつつ、次のとおり事業を実施した。
１．医学教育に関する調査・研究並びに資料の収集
（１）第３４回「国内医科大学視察と討論の会」の開催
国内医学教育事情調査の一環として、岩手医科大学医学部の協力のもとに「岩手医科大学
医学部における教育」を討論の主題として、大学からの説明、討論、及び学生との懇談を
行い、学内施設の視察を行った。全国の国公私立大学医学部等関係者 100 名が参加した。
① 期日： 平成２６年９月１８日（木）
・１９日（金）
② 場所： 岩手医科大学医学部
③ 討論の主題： ア 地域医療人育成に向けて１― 学部教育の成果と課題（全人教育と態度・
技能の向上）―
イ 地域医療人育成に向けて２― 卒後教育における大学の役割 ―
ウ 医療系総合大学としての多職種連携教育の試み
エ 教育技法の改善（認知領域の Study skill 低下に対して）
④ プログラム：
９月１８日（木）
・開会挨拶

小川 秀興（医学教育振興財団理事長）
小川

彰（岩手医科大学理事長・学長）

・特別講演Ⅰ「医学教育の現状と課題」
講演者）寺門 成真（文部科学省高等教育局医学教育課長）
・講演（1）
「地域医療人育成に向けて１― 学部教育の成果と課題（全人教育と態度・
技能の向上）―」
講演者）平

英一（薬理学講座情報伝達医学分野教授）

・講演（2）
「地域医療人育成に向けて２― 卒後教育における大学の役割 ―」
講演者）黒坂大次郎（眼科学講座教授）
・講演（3）
「医療系総合大学としての多職種連携教育の試み」
講演者）佐藤 洋一（医学教育学講座教授）
・講演（4）
「教育技法の改善（認知領域の Study skill 低下に対して）」
講演者）滝川 康裕（内科学講座消化器内科肝臓分野教授）
・学生との懇談
・懇親会（食堂棟・中庭）
９月１９日（金）
・特別講演Ⅱ「医療系総合大学としての岩手医科大学の使命」
講演者）小川

彰（岩手医科大学理事長・学長）

・総合討論

司

会）伊野 美幸（聖マリアンナ医科大学教授）

・閉会挨拶

小林誠一郎（岩手医科大学医学部長）
小川 秀興（医学教育振興財団理事長）

・施設見学

岩手医科大学災害時地域医療支援教育センター

-1-

２．医学教育に関する研究の助成
（１）平成２６年度「医学教育研究助成」
① 基礎医学教育、臨床医学教育及び卒後医学教育の調査・研究に対する助成事業である。
本財団の審査委員会において審査を行い、申請９件のうち３件を決定した。
・吉田 素文（九州大学大学院医学研究院医学教育学部門医学教育学講座教授）
「模擬患者の標準化が客観的臨床能力試験（OSCE: objective structured clinical
examination）医療面接ステーションの受験医学生へ及ぼす影響」
360,000 円
・前田 隆浩（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科教授）
「全国実態調査による地域医療教育の課題および解決策の検討」
1,000,000 円
・門川 俊明（慶應義塾大学医学部医学教育統轄センター講師）
「医学教育における e ポートフォリオの共通仕様に関する調査研究」
400,000 円
② 平成２５年度「医学教育研究助成報告会」の開催
平成２６年１２月２５日（木）第一ホテル東京において、本財団役員等を対象に平成２５年度
の医学教育研究助成の研究成果報告会を行った。
・講演１「経済的なバーチャルスライドシステムの開発とその解剖学教育への利用」
講演者）駒崎 伸二（埼玉医科大学医学部解剖学准教授）
・講演２「SSATS と OSATS による医学生、研修医の Wet Lab 外科手術トレーニング」
講演者）野田 雅史（東北大学病院呼吸器外科講師）
司 会）前野 哲博（筑波大学医学医療系地域医療教育学教授）
（２）平成２６年度「医学教育賞（懸田賞）
」
若手の研究者を対象として、医学教育の奨励に貢献のあった者に与える医学教育賞（懸田賞）
の第２１号を授与した。なお、選考は日本医学教育学会に依頼した。
第２１号受賞者： 武田 裕子（順天堂大学医学部医学教育研究室教授）
論文： Characteristic profiles among students and junior doctors with specific
career preferences (BMC Medical Education 2013,13:125)
３．医学教育機関の教職員及び学生に対する研修及び援助
（１）第２６回「医学教育指導者フォーラム」の開催
平成２６年７月１５日（火）東京慈恵会医科大学において、医学教育に責任のある方々を
対象に、全国の国公私立大学医学部等関係者 159 名が参加して医学教育指導者フォーラムを
開催した。
① 主題「医学教育におけるパフォーマンス評価－パフォーマンス評価による学習の質の評価－」
② プログラム
・開会挨拶

小川 秀興（医学教育振興財団理事長）
袖山 禎之（文部科学省高等教育局医学教育課長）

・講演１ “The Assessment of Clinical Competence in Undergraduate and Postgraduate
Medical Examinations”
-2-

講演者）Jane Dacre
(Professor, University College London Medical School)

司

会）福島

統（東京慈恵会医科大学教授・教育センター長）

・講演２ “Workplace-based Assessments: Use and Abuse”
講演者）Trudie E Roberts
(President, the Association for Medical Education in Europe /
Director, the Leeds Institute of Medical Education, University
of Leeds)

・総合討論

司

会）赫

彰郎（日本医科大学理事長）

司

会）伴 信太郎（日本医学教育学会理事長）

話題提供「パフォーマンス評価による学習の質の評価」
講演者）松下 佳代（京都大学高等教育研究開発推進センター教授）
話題提供「１年次主要症状ベースの医療面接 OSCE から展開する各分野横断的な統合
教育の試み－パフォーマンス評価としての１６ステーション卒業
アドバンス OSCE に向けて－」
講演者）長谷川仁志（秋田大学大学院医学系研究科医学教育学講座教授）
話題提供「医学部卒業生の質保証としての学習者評価」
講演者）田川まさみ（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科医歯学教育
開発センター長・教授）
パネリスト）Jane Dacre／Trudie E Roberts／松下佳代／長谷川仁志／田川まさみ
・閉会挨拶

小川 秀興（医学教育振興財団理事長）

・レセプション（懇談会）
（２）第２６回「英国大学医学部における臨床実習のための短期留学」の実施
本制度は日本における卒前臨床教育の充実向上を図るため、本財団の推薦した日本の医学
生が、英国の大学医学部において、４週間の臨床実習を体験する制度で、２６回目を実施
した。全国の国公私立大学医学部医学科からの応募学生５４名のうち１６名を本財団の選考
委員会において選考し、次のとおり派遣した。また、昨年度まで派遣していたサウサン
プトン大学医学部は、受け入れ校の事情により休止となった。
① 留学期間： 平成２７年３月２日(月)～３月２７日(金)
② 留学生：
・ニューキャッスル大学医学部
髙松 優光（佐賀大学）

谷川 智彦（慶應義塾大学）

庄司 絵理（順天堂大学） 宋

侑子（産業医科大学）

・ロンドン大学セントジョージ校医学部
松本 愛世（長崎大学）

石山 雄大（宮崎大学）

近藤真理子（慶應義塾大学）川野さりあ（順天堂大学）
・ペニンシュラ医科歯科大学医学部
冲永紗百合（群馬大学）

大岸 誠人（東京大学）

前田振一郎（金沢大学）

出口 沙知（福井大学）
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吉宮 元応（鳥取大学）

黒子由梨香（北里大学）

・オックスフォード大学医学部
舛本 慧子（大阪大学）

朝雲 杏里（愛媛大学）

（３）基礎研究医養成支援事業
各大学が実施している基礎研究医養成プログラムに在籍する学生に奨学金（年額 120 万円）
を支給する新規事業である。平成２６年度は本財団の審査委員会において審査を行い、申請
６件のうち６件を決定した。
坪山幸太郎（東京大学）

野口陽一郎（名古屋大学）

黒田 杏里（滋賀医科大学）

吉永 正憲（京都大学）

濱崎

池田 恒基（順天堂大学）

一（大阪大学）

４．医学教育資料等の刊行
平成２６年度においては、『J.M.E.F』第２９号を編集刊行した。また、第３４回「国内医科大学
視察と討論の会」
（開催：岩手医科大学医学部）報告書及び平成２３年度「英国大学医学部での臨床
実習のための短期留学」報告書を作成した。
５．その他
（１）平成２６年度「医学・歯学教育指導者のためのワークショップ」への協力
「医学・歯学教育指導者のためのワークショップ」（文部科学省主催、公益財団法人医学
教育振興財団・一般社団法人全国医学部長病院長会議等協力）は、平成２６年７月１６日（水）
東京慈恵会医科大学において、国公私立医科・歯科大学学長、医学部長、歯学部長、医学・
歯学教育センター長等を対象に開催され、これに協力した。
６．会員
全医科大学・医学部８０校（国立４３校・公立８校・私立２９校）が、一般会員として事業の実施
に参画している。
平成２６年度に賛助会員として財団の事業にご協力いただいた企業は、次の１５社である。
アステラス製薬株式会社

アルフレッサ株式会社

学園パーキング株式会社

協和発酵キリン株式会社

グラクソ・スミスクライン株式会社

塩野義製薬株式会社

株式会社スズケン

武田薬品工業株式会社

株式会社竹中工務店

第一三共株式会社

中外製薬株式会社

東邦薬品株式会社

日本ライトサービス株式会社

古内亀治朗商店株式会社

株式会社メディセオ
７．寄附金等の募集
本財団が実施する各種事業の一層の拡充を図るため、下記事業にあてることを目的として寄附金等
の助成を受けた。
・
「平成２６年度 医学教育振興財団事業」に対する寄附として
株式会社医学書院

50,000 円

ファイザー株式会社 300,000 円
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・
「第２６回 医学教育指導者フォーラム」外国人講師招聘旅費として
公益財団法人持田記念医学薬学振興財団 500,000 円
・
「基礎研究医養成支援事業」に対する寄附として
グラクソ・スミスクライン株式会社

10,000,000 円

日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社 500,000 円
８．平成２６年度 医学教育振興財団 会議録
月

日

会

議

等

議

事

平成 26 年
５月 19 日(月)

第３回理事会

議案

（共用試験実施評価機構会議室）

（1）平成 25 年度 事業報告について
（2）平成 25 年度 収支決算について
（3）評議員会の日時及び場所並びに目的である
事項等について
（4）事業報告等に係る提出書類について
報告
（1）職務の執行状況について
（2）第 26 回 医学教育指導者フォーラムについて
（3）任期途中の委員会委員の交替について

６月 11 日(水)

第３回評議員会

議案

（共用試験実施評価機構会議室）

（1）平成 25 年度 事業報告について
（2）平成 25 年度 収支決算について
（3）理事の選任について
報告
（1）事業報告等に係る提出書について
（2）任期途中の委員会委員の交替について

６月 13 日(金)

第４回理事会

議案

（医学教育振興財団事務局）
７月１5 日(火)

理事長及び常務理事の選定について

第 26 回医学教育指導者フォーラム

詳細は「事業報告書」に記載

（東京慈恵会医科大学）
７月 16 日(水)

平成 26 年度医学・歯学教育指導者
のためのワークショップ

詳細は「事業報告書」に記載

(東京慈恵会医科大学)
９月１日（月） 英国短期留学選考委員会

議案

（共用試験実施評価機構会議室）
9 月 18 日(木)
～ 19 日(金)

第 34 回 国内医科大学視察と討論
の会（岩手医科大学医学部）

９月 29 日（月） 英国短期留学選考委員会

書類選考合格者の決定について
詳細は「事業報告書」に記載

議案

（共用試験実施評価機構会議室）

（1）面接試験合格者の決定について
（2）留学先の決定について
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10 月９日(木)

運営委員会

議案

（共用試験実施評価機構会議室）

平成 27 年度 事業計画（案）について
報告
英国短期留学選考結果について

10 月 28 日（火） 理事会

議案

（決議省略）

平成 26 年度事業計画の変更及び収支補正予算に
ついて

12 月 25 日(木)

運営委員会

議案

（第一ホテル東京）

平成 27 年度 事業計画（案）について
報告
（1）平成 26 年 事業報告(概要)について
（2）平成 26 年度 収支決算見込みについて

12 月 25 日(木)

平成 25 年度医学教育研究助成成果

詳細は「事業報告書」に記載

報告会（第一ホテル東京）
平成 27 年
１月 30 日(金)

審査委員会

議案

（共用試験実施評価機構会議室）
２月 18 日(木)

平成 27 年度 医学教育研究助成の審査について

第５回理事会

議案

（共用試験実施評価機構会議室）

（1）平成 27 年度 事業計画について
（2）平成 27 年度 収支予算について
（3）評議員会の日時及び場所並びに目的である
事項等について
（4）規程の制定及び一部改正について
（5）各種委員会委員の選任について
報告
（1）職務の執行状況について
（2）任期途中の委員会委員の交替について
（3）平成 26 年度 英国大学医学部における臨床
実習のための短期留学選考結果について
議案

２月 25 日（水） 審査委員会

基礎研究医養成奨学金の決定について

（書面審議）
３月 18 日(水)

第４回評議員会

報告

（共用試験実施評価機構会議室）

（1）平成 27 年度 事業計画について
（2）平成 27 年度 収支予算について
（3）規程の制定及び一部改正について
（4）各種委員会委員の選任について
（5）平成 26 年度 英国大学医学部における臨床
実習のための短期留学選考結果について
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附属明細書
事業における重要な事項は平成２６年度事業報告書に記載されており、「一般社団法人及び一般
財団法人に関する法律施行規則」第３４条第３項に規定する「事業報告の内容を補足する重要な事項」
は、特に無いため、当年度の附属明細書は作成しない。
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