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MILL:S委員会報告書の掲載について

前沢政次 (自 治医科大学地域医療学)

市井の人の大変な努力によって世の中が変わる

ということは,いつの時代にもありえることである。

医学書院編集長室に動務される尾島茂氏からぶ

厚い封筒が私の もとに届いたのは,昨年(1986年 )

3月 中旬のことである。「MIlis報告を訳してみま

した。毎日,少 しずつ日本語にしてゆくのは大変

楽しく,。また高揚 も党えました……」と同封の手

紙にしたためられていた。400宇 詰原稿用紙 192枚

に及ぶその訳業を手にして私は深い感動を党え,

そして頭を垂れた。大学でのらりくらり過ごして

いる1比 々はいったい何者なのだろう。学問探求と

は名ばかりで, 日々雑用とやらに追いまくられ,

変革の核が何であるかを完全に見失って生きてい

るのではなかろうか。そうした自責の合が胸に去

来したのも事実である。

Millis報 告は,家庭医に関心をもたれている方に

は改めて説明する必要はなかろうが,米国家庭医

療,いゃそればかりでなく医学教育全体に対 して

も,大いなる影響を与えた報告書である。1966年

に出されたこの報告書は,同年に出されたWillard

報告,FolsOm報告と並んで,米国における家庭医

療学確立のための礎となった。詳しくは本誌第 1

巻第 1号に掲載されている木村隆徳氏の論文『家

庭医学の基礎概念とその発展」を参照されたい。

今回,尾島氏によって日本語に訳され, ときあ

たかも厚生省の『家庭医に関する懇談会』(小泉明

座長)ιこよる報告書が出されようとしている時期

に,雑誌『家庭医』編集委員の方々の賛同を得て,

ここに第 1回のIJj載 ができることは誠に時宜にか

なったことである。

氏′まおそらく,深夜仕事に疲れた身体を鞭打ち

ひとり村tに 向かい,こ つこっとしかもときには深

い共感を党えながら,熱い想いで翻訳されたに違

いないのである。家庭医療の探求を通 して,こ の

ような友人にめぐり会えたことを,私はいかなる

言葉をもって神に感謝すべきであろうか。

日本における明日のよりよい医療をめざす同志

たちに,熟読を厳命 したい。

なお,米国と日本は制度などの違いがあり,不

適切な訳語もままあるかもしれない。遠慮なくご

指摘いただければ,訳者 も私 も勉強になりありが

たい。
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緒 言

米国医師含 (AMA)倉 1設の主な契機は,医学教育の質

および基準そどうするか, したがつて将来医師となる

者の質をどうするのかという関心にあった。医師会|ニ

20世紀に入って 2度にわたり医学教育の現状に対する

外部からの調査を要請し, さらなる向上を維持するに

は医学教育はどう改められるべきかについて勧告を求´

性ifユ菅篤繹 後ll亀7観tilTX
たが,医AT合はこれを活用 して 1910年 までにわが国の

医学部に関する研究を行った。この研究の報告書は,

Flexner報 当書として広 く知られているが,米国医師会

は誠意をもつてこれを実行に移 した。 これは米国医学

教育の発展´ ひいてはわれわれ市民の医療に深甚なる

影響を与えたのである。

1960年 代に至 り,医師会は再び卒後医学教育の基礎

であるインターン制度 とレジデン ト制度について外部:

からの調査を求め,その年来の懸念について表明したち

Flexner報告書後 50年余を経て,卒後医学教育は確立

し,い まヽそれ以前の教育を受けた医師をはるかに超
・

える数の医師が生まれている。この発展のさ中で,専

門化とその結果 としての断片化が生 したために,責任

は拡散 し権威は分裂 して しまった。ここに至 り,再度

米国医師合は外部からの調査 を求め,卒後医学教育に

関する市民委員会の結成を要請 して,医学教育におけ

るこの局面の改善策を諮問 したのである。米国医師会

はこの研究を要請するに当たり,Flexner研究を援助し

たときと同じように,単 に自分たちの職業に対 してだ

けでなく,公共の利益に対する並々ならぬ関心を表明
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れるか, または: 自発的に受け入れられた自己訓練

基づ く,組織された専門職によって責任が引き受け

れるかである。それ以外の道はないのである。とい

のも, もしその専門職が責任をもたなければ,社会

1空 隙を埋めるよう要求 し,政府が責任をとることに

るヽのは必定だからである。本委員会は,医学の専門

tが教育の基準について責任を引き受けるべきであり,

Iま ざまな責任 を十全に履行するにふさわしい機構を

,っ べきであると確信する。以下に述べる本委員会の

t告 は,そ のような機構をつ くることを意図している。

)れわれは,こ の機hFFが 明確にまた効果的に必要な責

Eを 果たし、かつ特殊な利害から自由であつて,医師

)職業と公共の福祉の双方の利益に資することを可能

こすると信 している。

卒後医学教育に関する市民委員会は全体会議として

弱営され・ 職員は雇わなかつた。データや意見そして

芭切な証言などは,直接全体会議に提出するよう運営

されてきた。ということは, これから述べる報告書は

各委員によってまとめられた結論であることを表して

いる。つまり,委員会で意見の一致をみた事柄を職員

が書いた報告書ではないということである。医学教育

の場で起きたさまざまな変化を理解しようとして,本

委員会は,現在影響を及ぼしている要因を描写し,夕｀

つ近い将来影響を及はすであろう要因を考慮すること

に努めた。本勧告によつて,予根1を 超えて芽吹 く科学

や発展する社会が要請する変化に,午後医学教育が整

然と適応 しえるようになるものと信じる。

この報告書の起草者となつた本会委員 Dael W01■ e

博士に格別の謝意を表さねばならない。本報告書が明

快な表現となりえているとすれば,その名誉は博士に

帰せられる。また,助言者となられた Walter S.Wiggins

博士の絶えざるこ配慮と温いご助言に感謝 したい。さ

らに,本委員会は知識と体験をわれわれに分かち与え

てくださり,医学教育と医療のあらゆる場面を提示 し
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てくださった多くの方々に感謝の意を捧げる。

」ohn S,Millis,議長

1966年 8月 lE

〈卒後医学教育に関する市民委員会委員〉

」ohn S.Millis(言 義長)[オハイオ州クリープランド, ウエ

スタン・りず―プ大学学長]

Franc“ Boye・ [ベ ンシルバニア州フイラデルフィア,ス

ミス・クライン&フ レンチ研究所所長]

Warren H.C)ie[イ リノイ州シカゴ,イ リノイ大学医学

部外科部長・教授 ]

巨verett C.卜 ughes[マ サチューセツィ州ウォルサム
,

プランデース大学社会学教授 ]

Leonard W.Larson[米国医師会前会長]

Edward H.し 宙 [イ リノイ州シカゴ,シ カゴ大学事務総

長]

Charies E.C degaad[ワ シントン州ンアトル,ワ シント

ン大学学長]

」oseph T.い earn[ウ エスタン・リザープ大学医学部教

授]

Chades巨 .Vhittaker[ミ ズーリ州カンサス,前米国最

高裁裁判官]

Dad Worle[ワ シントンDC,米国科学振興協会事務局

長]

George 8.ヽ oung[イ リノイ州シカゴ,フ イール ド・エ

ンタプラ′ズ株式会社社長]

これから整備されるべ き医学教育および医療は,

Abraham Fl→ xnerが半世紀前に考えたものと比べて直

面する問題に異なつているとはいえ,質 としては同じ

ように深亥1て
'あ る。Fleknerが報告1)し た当時,医学教

育と医療は■学的で堅固な基盤が欠如 していた。いま

や科学的な基盤は急激に成長して,医療の実際面をは

るかに追い超 してしまつた。そうして,現在の医学教

育は効果をあげ得る基準がないという問題をかかえて

いる。今日の問題は,卒後医学教育の基準があまりに

(99) θ9



P100

複雑であり、断片的であり、かつ柔軟ではないということである。Flexnerが 医学教育を検

討 したとき、人々はほとんど関心をもたなかったが、今や大衆が真貪1に考えているのである。

知識のある大衆は、医学上の知見が革命的に進歩 ンたこと、手術手技が日覚ましく向上した

こと、さらに新 しいワクチンや “奇跡的な"薬のことを知つている。これらのすべてを知つ

て、社会は医療サービスにより多くを費や したり、さらに大きな医学上の達成に結び付くと

確信をもつて期待できるような実りある有益な研究を行つていることに、満腔の謝意を表

明している。

しかしながら、知識のある大衆はまた、医学が提供 しうる最良のものと、多くの患者が現

実に入手可能な最悪のサービスの間には、大きなギャップがあることも知つている。医療の

実際は非常に変化した。しかしその変化は、医学二の知見の進歩や社会の期待や需要の興隆

に歩調を合わせるほど十分ではなかつたことが、工学の内外から、広範に認められているの

である。現今の医学の諸問題は、その大半が医学そのものの成功によつて作られた問題なの

である。

医学の知識がもつとゆつくり成長 していた初期の時代には、医学の実際が知識の進歩に

遅れないことは容易だつた。若い医師が医学校やインターン制度で習得 した技術一 もつと

昔は徒弟制度の中で習得 した技術―は彼の職業生活のかなりの期間有用だつたし、変化も

遅々としたものだつたから、本を読んだり、生涯教育課程で勉強すれば、自分の専門領域の

進歩に遅れずに済んだ。実際が知識 と並行 していたわけである。技術 としての医学が科学と

しての医学とともに成長していたのである。

近年に至り、私的な財団の生物医学的な研究や ,よ り大きな部分は連邦政府の援助によつ

て科学的知識はすさまじい勢いで根本的進歩を遂げ、今度は広範な大衆の利益を目指す医

学の発達という事態を迎えたのである。けれどもこれらの変化はまた、個々の医師が医学の

知識や関連技術の特殊な領域に専心しなければならないとい う複雑な様相をもたらしたの

である。同時に、医学の装備は広げられ、強化され、病院は、家族や会社以上に選ばれた、

そしてしばしば唯一の診療の実際の場となつてしまつたのである。

研究はもちろん続けられなければならない。われわれが医学教育を重視するからといつ

て、研究をないがしろにしてよいということではない。けれどもわれわれの任務は教育に関

することである。われわれ望む仕事は、技術としての医学に新 しい加速された成長をもたら

すことで、実際面が再び知識面の進歩に遅れないようにするような医学教育の改革を鼓舞

することである。

医学の実際は、最良の場合これらの進歩に合致したこともあつたが、平均的な実際が最良

の場合と等しくないということはあまりにしばしば見られることである。この平均は 2つ

の医師群にその基盤をもつていた。1つは第二次世界大戦以前の医師たちで、彼らの小数部

分は今 日われわれが知つている卒後教育を受けた人々であり、もう 1つは第二次世界大戦



後の医師群で、彼らの大多数は現在の医学教育制度の特典を受けた人々である。現在の制度

から優れた医師が育ったし、部分としてみれば、これ以上洗練されたものはないにしろ、制

度も成果も本来あるべき姿から比べると優れてはィヽない。

何人かの年配の医師は、医学の科学的発達に遅れずに済んだが、多くの人々はそ うではな

かった。これはとりわけノースカロライナ州で行われた周知の研究が明らかにした一般医

においては真実であった。この研究は、ロックフェラー財団とノースカロライナ大学の共同

研究であつたが、それによると、約 15%の一般医は、実際行っている医療の質において一

様に劣悪であり、25%はやや良、30%は ほぼ満足できる、20%は良好、そして 10%は非常

に優秀という結果であった。不適切な検査や病歴聴取のような、そこで見出された欠点

の多くは初歩的な性格をもつていた。数人の医師たちは、この例は



全体 としては典型的でないと主張する医師 もいたが ,

「私の場合 も恐 らく似たりよつたりだ」という意見 もあっ

た。 とまれ, このノースカロライナでの研究が示 して

いるのは,市民が当然受ける権利のある医療の質を享

受していないということであり,この領域で医療の質

を引き上げなければならないことを切実に訴えている

のである。

知るれていることと成されていること, また期待 さ

れていることと成 し得ることの間の隔たりはさまざま

な形で表れる。医師は長い苦 しい時 |‖ lを仕 Iに 費や し

ており,先業が夢みたより多くの助手をもち,い つそ

う帯i密 で多機能的な器機 をもつに生っている。薬学の

発展は, 日々大手 Fr能な薬品一覧の数を■、やしている。

しかし多くの患者は、 自分の臓器や疾患にではなく人

間としての自分に関心をもつてくれるような,あ るい

はすすんで包括的.継続的な医療サービスを提供 しよ

うとするような医師がいないと訴えているのだ。

医学の知識は非常に急速に発達 してきたので, どの

ような第一線医師で も,学生時代に学んだことを安′しヽ

して信用 した り, 自分の もつ資源は患者ケアにとつて

最適なものだと考えたりすることはできないだろう。

今日広 く認められているところでは,十分に有能たら

んとする医師にとつて教育とは,形式的なレジデント

制度を終了することで終わりとなるのではなく,第一

線活動が続 く限 り継続するのである。 ところが,医師

同士が 日常的に触れ合 うことで得られる継続的教育か

ら自らを疎外 している者がた くさんお り,そ してそれ

にもまして多 くの者が,い くらで も参加できる再教育

といった適切な特典す ら放棄 しているのだ。

実際の診療 を始めるまでに必要だと考えられる型ど

おりの医学教育および]1練の期間は,延長されてきて

平均が 8年 を超 えるようになつた。けれども,全期間

を通して全体 として連携のとれた ものとしては計画さ

れなかったし,計画や評価がなされる各段階の課程が
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非常に断片にされたために,改善するにはあまり大 き

な籠1告 を形成 してしまったのである。

これらの欠陥,そ して関連する諸問題は,医学思想

の指導者の協議事項の中で も上位に掲げられてきた。

米国医師会代議員会の要請による研究一一筆頭著者の

名前でよく即られた Bane報告書
3)ゃ Bayne―」ones報

告書°とい
`た

研究一一 ,ま た最近では米国医学校協会

の求めで Coggeshall博 士 に よつて ま とめ られた研

究
6),さ らに,し 臓ヽ病,癌,脳牛中に関する大統領諮問委

員会の報告書
6)な ど,こ れ らすべての ものが,医学の将

来にわたるム範な関心を物語つている。

医学の将来について考察するにはそのことことくが

医学教育の現行の計画および改善策の分析に基づいて

いなけれはならない。ここにこそ年後医学教●
~に

関す

る市民委員会の関心があるのである。医学教育部会の

勧告に基■いて,米国医師会評議委員会は本委員会の

設立を認ソ,こ れを“市民・委員会 と名づけた。 という

のも一一F exnerの 時代と同じく一一問題が究明される

には,公共の利益へと客観的に導 く“外部か らの"調査

が何 より
=大

切であるとの合意が得 られたからである。

したがって,委員会のメンバーの大半は医学以外の領

域から選IIれた。

本委員会の研究の一般 目標は以下の言葉で表すこと

ができる。

1.医量の膨大な知識体系の中で,真に必要な知識

が十分に生かされた医療サービスを社会に提供す

るためには,ど のような種類の医療専門職が必要

か,決定すること。これには,で きうるかざり,

医療職全体に個々の医療専門職をどう早
的に配分

するう`の評価 も包含さるべきである。

2.こ れらの専門職に必要な能力を備えた医学校卒

業生を最 も効果的に育成 。供給す るために,卒後

教育のプログラムの一般的かつ個別的な性格づけ

{′θr) ′θr

・」
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`摯

を行うこと。
・
これには,医学における理想的な卒

後教育プログラムの雛形が示されなければならな

3.で きるだけ速やかに“理想"へ接近 またはヨ1達す

るために,現行のプログラムを修正または改変す

ることを提案すること。

本委員会設立にこぎつけた以下に引用する内部メモ

には,上記の目的が述べ られる背景 となった広範な言

及がみられる。

「ローテイ ト型インターン侑1度は果たして職業経験に

とつて不必要な重複ではないか否かに関して重大な疑

間が4Lし てきた。同様に,ス トレー ト型インターン市1

明はレジデン ト1訓 1練の別名の もとでの不必要な l午 1嗣

で |ま ないか との疑間 もり起きている。」

「レジデント訓練 をするために医療施設に入る事業生

の数は,ほ とんど一様に増大する傾向にあったので ,

現在は若い医師の大半が専門医になつてしまい,家庭

医はますます減少 している。……それなのに,lEl々 の

医療の現場において優れた医療サービスの提供にふさ

わしいような医師配置を決定 しようとする真の努力は,

一般的にはなされてこなかった。」

「教育,]1練 ,サービスという3つの構成要素間の適

切な関係について,納得のい く確認がなされていない。

そのため, インターン制度や レジデン ト・プログラム

の中で,こ れ らの構成要素が強調される際に,こ の確

認の欠如が鮮明に映 し出されることになる。これが ,

インターン制度 とレジデント制度の双方の場で認定さ

れた教育計画の うち最 も優れたものと最 も劣った もの

の間に好ましか らざる大 きな距離を生んだ最大の原因
 ́     1

であろう。」

「卒後教育のあ り方に影響 を及ぼす諸決定において

は,狭い領域の専門医の見解が優位に働いているが ,

恐 らくこのことは,最 も深亥1に 懸念 される事柄にも結

びついているのだ。」

rθ, (プ θ2)

「現在の卒後医学教育の一般的な性格は大半が 30年

以上 も前に初めて考えられたのと同じ基本的理念に基

づいていて それが卒後訓練計画の本質的な性格を決

定しているのだ。」

_本委員会の訓令のもうひとつの項目は,やはり明ら

かにされるヽきであろう。本報告書は評議委員会をと

おして米国医師会へ提出されるが,同時に同じ様式で

「大学,医学校そして病院」へ, さらにまた「現在わか

る範囲内での良質な医療を一般市民に保証する水準を

医学教育に保ち続けさせる責任を医療職従
7F者 と共有

する他の多くの組織や個人」へも向けられており利用

されるであろう。つまり,こ の報告単Fは ひとり医療職

だけでなく,病院評議員,立法府議員その他の非医療

職向けなのである。

これらが本委員会の責務であった。われわれはそれ

らすべてを満たすことはできなかつたが,卒後医学教

育の基本白t意義の問題を集中審議することにした。医

療サービスの提供と専門IItの 中への医師の量的配分の

問題は慎重な検討を必要とするが,本委員会はその研

究にふされしい母体であるとはいえない。

卒後医学教育について,わ れわれは以下の章で多く

の個別の樹告を述べるが,そ れらは本委員会設立の原

因となった諸問題がかかえる厳しさを緩和することが

できるで皮ろうと確信する。

第2童 1医学教育の組織 と統御

医学生としての最初の 4年間は,初期目標としての

教育の場である医学校で過ごされる。首尾よく終了す

ればM_D_の 資格が与えられる。この称号はかつては

形式的な医学教育の終了を意味したのだが,い までは

道のりの半ばしか意味しない。資格取得後,普通の著

い医師はインターンとして 1年 , レジデントとして 3

年か 4年 ιしくはそれ以上を過ごし, さらに 1年か 2

-J.J.F.P. vol.3 no'I



ユ間,同僚の専門医 らの後ろ楯で完全 と認められるま

,実地診療の教育を受ける。

事業後の年月は,初期 目標 としての患者のケアの場

lあ る認定教育病院で過ごされ,こ の期間はインター

/帝1度 とレジデン ト制度の 2つ に分けられている。

もし,多 かれ少なかれ 8年間が医学教育にふさわし

期ヽ間だとすれば, この 8年間は少しずつ前進 し, う

tく 結びついたひとつの連続体を構成するであろう。

′かし,15実 は異なっている。つまり,上記 3つ の段

彗はばらばらにi‖
・

lllilさ れ,牙1個に組織 され続御されて

るヽのである。 しば しば内容が重複 し, ときには不 幸

I溝 を残すこともある。欠陥の多くは,責任が分散 し

でしまったのと続御が拡敗してしまったためにもたら

されている。

かつて,医学校は年後医学教育に責任 を負う機会 を

もっていた。即ち, インタTン 制度が資格 として要求

されていた時分には,そ の責任を負う医学校 もいくつ

りヽあったのである。 もし,そ れらの医学校がレジデン

ト訓練が必要 と認められてからも引き続いて責任を負っ

ていたら,わ れわれはもつと緊密に結びついた医学教

育の連続体 を得ていたであろう。けれども,医学校は

この責任を引き受ける道を選ばなかつたし,集中され

た統御に代わるどんな方法 も確立はされなかったので

ある。その結果が卒後教育の現在の組織一一ある人は

これを非組織 と呼ぶが一― なのだ。多 くの改良や調整

にもかかゎらず,こ の制度では,医療の実際に影響 を

及ぼし健康のケアに対する需要を形づ くる勢力や,傾

向につぃて行 くことはできなかつたのである。

この 3つの段階―一医学校,イ ンターン制度および

レシデン トホ1度―― は,そ れぞれが固有の歴史の産物

なるがゅぇに月1イ固の道をどんどん歩んでいる。制度全

体は,そ れらの歴史がばらばらであつたという事実の

犠牲なので
｀
ある。多くある細かな点や例外事項は,簡

単な説明でいいつ くろうことになろうが,端的にいっ

家電医 第3を第1号  1987年 1月

て,こ の 3つσ)段階は次のような組織 としての特徴を

もつている。

医 学 校

卒前医学教育は,85の 医学校 と3つの基礎医学のみ

を教育する学校で 4年間の計画のうちの初めの半分の

間に行われる。各々の医学校は,組織 も,強調する点

も,形態や質 i)異なつている。 しかし,こ れらの違い

を無視すれば六質的には計LIiや 目的や組織として一致

をみるのである。 というのは,すべては多かれ少なか

れ継続的な調査,批判,変化を受けなければならない

のだから。半L「紀前の Flexner報 告書以来,すべての

医学校は医学の基礎的教育を重視するあまり,卒後の

実際の病院経験のほとんどをないかしろにするに至っ

た。良から優Jでの幅の質をもつ学生を抱えて(入学試

験の競争で可もなく不可 もない程度の志願者は排除さ

れる),すべての医学校は,医学のあらゆる分野で専門

的な訓練を受けるのに必要とされる基本的な教育を受

けた事業生をつくり出そうとしている。

ほとんどの医学校は総合大学の一部である。すべて

の医学校で1主 主として知的な価値 と学術的な基準,

/ft育 。研究の重視,そ してその大学を特徴づける共同

責任についての確立された様式を分かちもつている。

これらの基本的特徴の類似性と一致は,米国医学校協

会および米匡医学協会の医学教育委員会が共同で調整

にあたることで保たれている。

インターン制度

比較的統一のとれた医学校 と多彩なインターン制度

計画 との間には,若い医師にとって も, また組織や続

御の見地からも大きな隔たりがある。卒前教育が 100以

下の医学校で集中して行われるのに対 して,イ ンター

(/θθ) rθθ
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ン制度は約 800の認定教育病院で行われている。医学

校の教育課程は学部の共同責任であるが,イ ンターン

制度の計画は施設または個人がつくる。

インターン制度が医学教育の一部として確立された

当初は,その目的は率直かつ均―なものであった。即

ち,それは 1年間の病院内訓練であり,内科,外科,

産婦人科をほぼ等 しい期間当てられて,最初の臨床経

験と実際の患者のために監督を受けながら責任を負う

という最初の体験をもたせるものであった。この経験

は,若い医師が 1人で診療を行うための準備として必

要であり,常に十分であった。

インターン制度の目的はもはや明確でなく,均一性

の点でもll‖ 題が多くなってしまった。 インターン市1度

の中で診断と治療の諸問題を学生が初めて実際に経験

することは,い まやなくなった。この機能は,い まは

年前の臨床実習が果た している。 また,イ ンターン制

度が独立 して診療 を行う前の最後の教育経験を提供す

るという点でも,い まは不十分になった。 レジデン ト

tll度 での追加の訓練がこの目的を満たすのに必要だと

広 く認め られている。

現在ほとんど全部の学生がインターン制度からレジ

デン ト市1度へと進むので,イ ンターン制度の性格は変

化 t′ てきた。もともとのローテイ ト形式は,12か 月か

ら24か 月間に内科,71・科,小児科,産婦人科で経験を

積むことであった。最近になってほかに 2つ の形式が

用いられるようになった。ひとつは混合型インターン

制度で,こ れは 2,3の科で訓練する点ではローテイ ト

型のインターン制度に似ているが, 6～ 8か 月間は 1

科で過ごさなければならないという点で異なっている。

もうひとつはス トレー ト型インターン制度で,こ れは

全期間内科,外科,小 児科のうちのただひとつの科で

過ごすというものである。

医学校か らインターンヘ進むことで,学生は教育を

主目的とした機関を去って,医療のケアを主目的とし

′θイ (′θイ)

た機関に´ヽることになる。病院経験は不可欠であるが
,

インター ン市1度が真に教育的でないとその根本的な目

的は果たせない。「認定インターン市1度要綱」 (認定イ

ンターン言1度・レジデン ト市1度指導局より毎年刊行)に

_よ れば,教育病院の責任あるスタッフが,独 自に教育

の手順と基準を決め,イ ンターンの時間と責任が教育

とサービスにいかに配分されるかを決めている。

インターン制度の計画が受容 しうる最小限の基準に

合致 しているかどうかを明らかにする審査は,米国医

1市会の医受教育部会が責任をもって行ってきた。個々

のインターン市1度計画を認lTす るか否かを決める際,

同部会は '́ン ターン市1度審査委員会の意見に大きく依

存するが,この審査会はFI部会,米国医学校協会,米

睡1病院協会,州医学委員会連合や一般部門の代表者か

ら構成されている。

インターン制度が行われる病院は, またいくつかの

団体によって審査され認可される。米国病院協会はべ ,ソ

ド数やサービスの種類 といった指標で病院を認定する

が,こ れらのサービスの能率や有効性は審査 しない。

州厚生局は衛生設備,安全性などを指標に病院を認定

する。病院認定合同委員会は医療サービスの質の見地

から認定
~る

が,教育的な指標からではない。こうし

て,イ ンダーンのJll練 をするひとつの病院は, さまざ

まの異なった審査団体によって継続的審査を受けるの

である。これらの団体のうちで唯一インターン制度審

査委員会だけが,教育の質に基づいて結論を出してい

る。

制度をさらに複雑にしているのは,ス トレー ト型イ

ンターンタ1度の教育の質に責任を負うのが,いつも病

院全体 とは限らず,外科,内科,病理その他の個別科

またはその長が負う場合があることである。 ローテイ

ト型と混合型のインターン備1度では,いつ もいくつか

の41n別 牟[に おいて継続的で相互に無関係な責任詣Jが と

られていら。学部が教育計画に共同責任をとる医学部

J. J. F. P. vol'3 no'l
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教育委員会もほかのあらゆる組織もレジデ

ン ト審査委員会に同意や一貫性を持ってい

ない。

本報告書で強調 してきたことは、卒後医

学教育の計画を提供し、指示 し、評価し、そ

して賛成することに責任を持つとい う姿勢

を普及させることであつた。そして、インタ

ーン制度とレジデン ト制度が互いに分離さ

れてお り、卒前医学教育からも分離されて

いるという実態を強調することだった。

法律家、大臣、技術者、歴史家、そして他

の専門家は、卒前・卒後の全教育過程で継続

した責任あるシステムで教育を受ける。そ

こでは各部門は、組織の標準や政策が適用

される大学の、一つの全体としてだけでは

なく不可欠の部分として機能する。さらに

そのシステムは、外部の標準的な審査や認

証を受けなければならない。

医学教育は他の専門家の教育と異なって

いるため、若い医師は様々な苦痛に悩む生

きた患者を観察 したり働きかけたりすると

い う機会に遭遇する。この違いはたいへん

大きいので、他の領域で行 うような仕方で

卒後教育を組織化したり構造化することは、

不可能か、または適切でさえないのかもし

れない。たとえそうであっても、卒後医学教

育は、その主たる機能が教育というよりも

サービスである施設における、責任ある卒

後、専門教育の分野で特色あるものである

ということは、3会調されなければならない。

異常なことには、その責任が、いくつかの大

学や医学校にではなく、1000以 上の病院に

分断されているのである。驚くべきことに、

責任が学部でなく個人に委ねられているの

だ。

このような卒後医学教育の特色が多くの

問題を提起しているが、それらを後の章で

検討 したい。
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3章 医学教育と医療の方

医学は社会に奉仕するためにある。社会

に役立つ他の職業と同様、医学は奉仕する

社会の必要性に応えなければならない。米

国弁護士会会長 Edward Kuhnは、弁護士

たちに向けて次のように語つているが、そ

れは医師に向けて語つたのと、同じであつ

た。「諸君がもし、社会がかくあれと望むと

ころのものに応えるように奉仕 しないなら

ば、市民は諸君の職業に何 らかの改変を望

むであろう。」

医学は社会の需要に応えなければならな

いが、医師は、医学の実際において限界や可

能性や期待される変化の方向を最もよく知

つている者であるがゆえに、健康に関する

社会の必要性にどうすれば最もよく対処で

きるか決めなければならないという義務を

負 うのである。

国民の健康や医学への熱い願いは、他の国

家的目標 と同様、大半は医学の外で決定さ

れるが、その達成方法を作 り出すことは医

学内部の問題である。

これらすべてに何 ら新 しいことはないし、

医学に特別なことは何もない。同じことは

啓発的で、社会志向の職業には言えるだろ

う。医学が変わらなかったとは言わない。医

学は変わったのである。

のみならず医学は変わりつつあり、奉仕

の対象である社会も変わりつつある。医学

の実際面の詳細は我々の領分の外にある。

しかし医学の実際の中に影響を及ぼしてい

る大きな傾向に注意することは必要である。

なぜならこれらの傾向は、若い医師の教育

上の必要性を決定するうえで考慮に入れな

|十 ればならないからである。これらの傾向

につ い て の 完 全 な論 考 と して は、

1loggeshall博 士が米国医科大学協会に提出

ンた最近の報告書 「教育を通して医学の進

がを図る計画」1)があるが、そのおかげで

載々の考察は一層簡潔にすることができる。

すなわち、



次の 4つの見出しがあげられる。

1.知識が増大 しており,その結果 として専門化が

促進されている。

2.医学上 また健康上のケアに対する期待 と需要が

― 増大 している。

3.人 口の地理的分布が変わりつつある。

4.医療の制度化が進んでいる。

増加する知識

生物医学上の知 tiが藤1的進歩を遂げ,手術手技の方

法が増加し,新 しし`技術・材料が開発されて,医学は

‐発展を続け,かつて不可能であつたことを今日では日

常化してしまった。抗生物質,副腎皮質ステロイド,

ラジオアイソトープ,免疫計画の広範な応用,プラス

チックや金属による移植,人工臓器,血液や臓器バン

ク,そ して心臓その他の手術の成功を考えてみていた

だきたい。

これらは,死亡率の低下,余命の延長,平均入院期

間の大幅減少,そ して以前なら不治の病とされてその

犠牲となったであろう人たちにもより正常な生活を保

証しうるようになったことなどといつた,諸々の発達

の長い長い一覧表のほんのわずかの例にすぎないので

ある。

今後も著 しい改善が続 くであろうと期待しうる理由

はそろっている。新しい材料や電子工学,生化学の発

達に支えられて,外科医は弱った臓器を修復 したり代

替する新しい技術を習得するであろう。医療費用委員

会は,「新製品の導入が極めて活発に行われているた

め,現在市場に出まわっている10の うち7つの製品は

10年前には手に入らなかったものだ」2)と 報告してい

る。かかる進展が突然に止むとは考えにくい。また,

これらの基礎にある科学の進歩についても同様であろ

う。分子生物学の研究により細胞成長過程が解明され

家庭医 第3巻第 1号  1987年 1月

てきており,わ れわれは現在,発生学および組織成長,

成長不良を解明するうえで黄金時代として銘記される

ような時代の入口にいるのである。生物学の知識と臨

床の技術が飛躍 し続けるか否かを議論するのは,時間

の無駄 とい )も のであろう。というのは,あ まりにも

確かな証拠がたくさんあるからである。

昔は,知識の進歩に対して医学はその 2倍 も対応 じ

た。医療は一層の専門化をたどり,形式的な訓練期間

は延長されてきた。学21べ きことが少なかった時代は.

いまに比べ て無知であったとしても,知識は少なくと

も周知されていた。いまや学ぶべき内容はあまりに多

く,専門化 ll l不可欠である。なぜなら,現在基準 となっ

ている8年 間もしくはそれ以上にわたる医学教育や訓

練の期間をもってしても,いかなる医師も全体を理解

するのは不可能なのだから。

知識の増加に適応するためにどう対処するかについ

ての方法は緒についたばかりである。現在最 も大きな

需要は,多 くの専門家に対するものではなく,本章で

述べてきた傾向に医学教育や医療を合致させていく方

法に対するものである。そして,形式的な訓練期間は

既に耐えうる限界にまで延長されている。一―事実,

とうに延長されすぎていて,すすんで長期の訓練を積

もうとする学生の数が減少するほどになっているので

はないかとの疑間が公然と投げかけられている。

知識はふえ続けるであろう。医学教育計画の基礎 と

しては,に かに代わりうる前提は存在しない。増加す

る知識に対して将来調和を保っていくには,形式的な

訓1練にいまより長い期間を費やすべきではなく,卒前・

卒後の医学教育をもつと有効に活用して実地医家を継

続的に教育するための効果的な方法を発展させなけれ

ばならない。

(rθ7) r07
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増大 す る期待 と需要

良質な医療サービスと劣悪なそれとを明確に見分け

られるほどの知識をもちあわせた市民は比較的少数で

あるが,「最良」と思われるものへの需要は増加してお

り, またそのための支払い能力も高まっている。一般

惟誌,テ レビ番組, 日刊新聞は,市民に医学の新たな

勝利を伝え,医学が達成しうるものへの期待を高め統

けている。

国民総生産の 6%は医療サービスに費やされ,その

Lll合 は L井 し続けている。さらに, より千怪に1■良の

1矢療サービスを求あることができるようになり,前払

いといってもたし`して‖塊も痛めずに済むこともあって,

保険i汁画の人気は 11が る一方である。現在全国民の3′'4

以 Lは , 入院費用にliえ た何らかの保険に加入してい

る。手術 Jそ 用を賄うための保険加人率がこれにびつた

り追従し,他の医療費を賄うための保険 もしりしりと

L昇 している。けれども,こ こには大 きなギャップが

ある。たとえば,入院費用の支払いを強調することは,

より軽い状態や初期症状が重大になるまで無視されが

ちになるということを意味している。にもかかわらず1

自発的な保険,会社や組合の保険, グループ診療保険

そして政府保険は急速にふえてきている。現在医学部

に在籍中の学生が診療を始める前に,多 くの患者は医

療支出保険の多額のお金を享受することであろう。

人口構成の変化につれて,ヘルス・ケアの必要性が

増大するとともにその性格 もある種の変化を受ける。

65歳以上の人 ,々こ れは現在全人口の 10%に達し1手来

ますますふえるであろうが,彼 らは若い人々よりも一

層の医療を

“

要 とするであろう。1957～ 60年の期間に

5～ 24歳代の人々が 1年平均4.0回医師に受診したのに

お|し て,高齢者は平均68回 受診しており,青壮午増の

平均入院日が5～ 6日 なのに比し,虐i齢者のそれ|よ
｀
F均

15日 であつた。

rθθ (ィ θ8)

老人にとつては継続的で包括的な医療がますます重

要になりつてあるし,患者の病歴や状態一般の初期診

断と適切な知識 もますます重要になりつつある。

期待が大きくなり,医療サービスの活用 も増大して

いるというのに,そ の必要性は認められておらず, し

たがって満たされていない。予防的ケアは本来あるベ

き姿に|ま 及′′でおらず, その気運 もみられない。田舎

の住民,低「F得者層,特定人種の人々そして一部の人

院患1杵 は, 革り,恵 まれたlF民 に比べて劣悪な医療に甘

んじている(

医学の指導者は他の国家指導者とともに,疾患の治

癒のみならず, より大きな米米の可能性, より幅広く

より刻J果のある「 防的ケアについてのヴ ィジヨンを分

かちもって′ヽる。医学およびネL会は,根絶 しうる疾患

は恨絶 し,予防しうる疾患は予防し,手に負えない疾

患には可能な限り効果的な治療と適切なケアを提供す

るという部死な目標をもつている。期待と需要が絶え

問なく増大 しているという事実は,必ずや来るべき医

師の教育の必要性に影響を及ぼすに違いないのである。

都市化 と人口の流動性

農地,EE合の村,馬,馬車などは,医師と患者を結

びつけるtの として,町,都市複合体,網の目のよう

な広大な情装道路, 自動車, さらにはヘリコプタ~に

センターを利用できることを期待する必要がある。

rtrP vol.3 oo'I



i織化された医療

完全に独立 した医療業務はもはや不可能であり,病

|や 診療所やグループ診療で利益を得る医師が次第に

、えているので,個人病院を維持する者も確実に減少

ている。若い医師の多くが先輩たちよりもグループ

〉組合をつくつて診療を行い, 2-3人 , ときには数

‐人の医1市 が共通の設備やサービスを分かち合い,お

こいの知1識や技術をイ[い合い,l卜独診療では与・えられ

fい ような良質の医療を患者に提供 している。この傾

1は確実に続 くであろう。医学知li識の急1放 な増加があ

|り にも激 しかつたため,い かなる医ll liも 全体 を習得

打ることは不 II能である。 もしも, 1人の思者を助け

るために知1識 と技術全体の関連するつなが りが結びつ

すられなければな島ないとしたら,労働の分業は不可

定である。異なつた領域の 1年 間家が精神的に も空間的

にも近 くにいて一緒にlllllい ておれば最 も効果的に協働

することができるのである。最近の報告によると, こ

の事実が認め られ, 3人 に 2人の医学生はグループ も

しくは組合の中での診療 を望んでいるというの。

病院,診療所,何 らかの形でのグループ診療 といつ

た組織化された診療は, どちらかというと独立 した医

師が提供 しえるより高度な質の全体的サービスをもた

らすのである。個人診療ではなかなか得 られない多彩

な技術,さ まざまな領域の専門的知識,コ 。メディカ

ルのより行 きとどいた協力,高価な設備などのすべて

が,病院やグループ診療に基づいた医FITへ 健康問題 を

持ち込んで くる患者の利益のために与えられる。

医lTに とって得るところはまだまだある。グループ

や診寮所組織はさまざまな臨床的能力をより効果的に

使えるようにし, また専Fl家である同僚と絶えず議論

できるおかげで,継統的教育や知的啓発を得られると

いう医師側の必要性にも役立つのである。他の医師 と

視しく接することで,診断の確認をしたり,最 も効果

家唯I矢  茅 3巻 第 1号  1987`「 l‖

的な手技を選ふことが一層容易になる。グループのひ

とりひとりがL。 メデイカルの人材や診察室や検査室

の設備をより嚇果的かつ経済的に使えるのである。つ

まり,管理費,秘書の費用など関連費用 も分割される。

ほかに熟練の医師がいて, 自分の患者の当座の責任 を

引き受けてく″́るだろうという信頼関係があるので ,

グループ診療や病院診療のメンバーは臨床カンフアラ

ンスや年後教育講座へ出席 したり,必要に応 じて休養

や リクリエーシヨンに時 1間 を割いたり,家庭生活や文

化生活を楽 し |で きるようになるのである。

診療様式が患者にも医師に も利益があるのなら,そ

れは必ず多数の支持を得るに違いない。将来の医師は

他の医miと の緊密な提携の もとに診療 を行うのであつ

て,決 して l卜 地で行うのではないという1向 提の もとに

教育されなければならない。

患者は適庭 しなければならない

患者 もまたこのような傾向を認め,そ れに適応 しな

ければならない。ますますふえる知識,その結果とし

ての専門化グ進行,増大する医療業務の組織化, さら

にその都市¢医療センタ~への集中化,お よび診断に

おける検査や設備や熟練 した技術への信頼の増大, こ

れらすべて|二 多くの患者により高度な医療サービろを

提供することを可能にしている。患者は,こ れらの変

化による恩恵が,~世代前にあつたもつと広範な個人

への配慮や員回の往診,も つとゆつたりした診療といつ

たものを失 うよりはるかに優れたものであるというこ

とを認めるべきであろう。
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第4章 1発展する目標

医学教育の一般 目標は 10年前もしくは 1世紀前と同

じである。すなbち ,患者に優れたヘルス・ケアを提供

する意欲と能力を持ちた医師を養成することである。

良い トレーニングシステムの性格を決定づけるさら

に詳細な目標 |ム 時間を超越 したものではなく,定期

的な見直しを蛭要 とする。社会の需要や期待,資源は

変化するものたし,医学の可能性や優れたヘルス・ケア

を構成する概念 もまた変わりゆくものだからである。

詳KIIな レベルでは,医学教育の目標の定期的な改訂

は,各医学部の教授や教育病院のスタッフに責任があ

る。これまで,こ の責任を負うための多くの努力には

明解さと決断,そ して独特さが欠けていた。医学教育

に関する議論をみると,何度も次のような記述に出会

う。「段階づけ っれた患者責任」,「 臨末能力の向上」,

「基本知識の統合」,「情報の丹念な収集とデータの批判

的分析」,ま た「´ヽ生の残 りの期間,自 己教育を続けたい

と思わせるような経験」。このような記述を読んで困惑

するのはそれか間違っているからではない。それが明

確でないこと,単なる一般的な決まり文句だからなの

である。同じ言葉は臨床実習やインターン制度, レシ

デント制度のE標 を述べる際にも使われているが,期

待される能力¢基準を明示することもなく,かつて何

がなされ,今修何がどうなるのかということの関係 も

何ら示されて|[い ないのである。

あらゆる医自Tに とって,正確で詳細な病歴を取る能

力は不可欠でたるという記述におそらく異論はないだ

ろう。では,こ の技術を伸ばすことを,学生はいつ組

・The graduate ducatiOn of physicians:The report Of the cit・

izens commissic■ on graduate medical education

…The」apanese F cademy of Famly Medicine

〈編集部注〉

今回は第4章 と第5章 を収録した。残りは次号に掲載する予定であ

る。

聰 医 第3巻第2号  1987年 5月 (ノθ7) ′イ●
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織的に開始すべきなのであろうか7 それを習得する

のに, どのような種類の監督下の経験が最 も役立つの

であろうか ? 学生時代のそれぞれの段階で, どのよ

うなレベルの完成度と正確度が必要とされるのだろうか ?

必要なレベルに達したあとは,勝手にやっていけば良

いのか,それとも訓練中を通 して能力についての定期

的な試験等のチェックを受けるべきなのであろうか ?

卒前研修一インターン制度一レジデント制度という

流れが真に深さと幅の増大の過程であることを明らか

にするためには,そ してどんな段階で個々の目標の完

成が必要かを決定するために堅固な基盤をわがものと

するまでは,病歴聴取のみならずさまざまな他の技術

においてlll々 の水準に至1達する必要がある。

自信を持って教育計画を作成するために,ま た,指

導医なしで自由に個別の診療 を行うまえにどの程度監

督下での能力があればよいかを決定するために,そ し

て,何が教育上の経験で何が診療所の医師としてのサー

ビスなのかという難 しい問題に答えるために,このイ固々

の水準に至1達する必要がある。

事業医学教育の改善を押 し進めるうえで臨床実習,

卒後医学教育の最初の 1年間,お よびその後の期間の

目標をよりはつきり区別することは大いに役立つに違

いない。

適切に診療をすることを学ぶことは非常に複雑な過

程であらて,安易な答を求めて希望を持つたりしても

学習過程を知るには不十分である。医学は科学に立脚

しているが,そ こには学ぶべき多くの科学がある。こ

の科学を特定の健康問題に適用するためには,その上

手な,賢明な,そ して倫理的な応用をたくさを学習し

なければならない。 また,科学の基盤は完全ではない

ので,多 くの経験的な知識をも学習する必要がある。

自信 をもつことと人間関係の技術,判断力 (自 分 自身の

限界についてさえ判断できること),こ れらもまた発達

させなければならない。 また,学生は自由に決定 しな

′イδ (/θ8)

ければならない。それは,学習というものはこうした

自由を必要とするからである。 しかし:学生はまた適

切な案内と監督を必要とする。そうして初めて,誤 り

をなくし,危険を最小とし,患者を守るための速やか

な修正が行われるのである。学生は,技術を発達させ

るのに十分な監督下の臨床を必要とするのである。

医学生や診療所IIt員 は, 自己学習についての大きな

責任を自分で引き受けるべき成熟した人間である。わ

れわれが学習の目標をはつきり述べようとして強調す

るのは,学生が学習の全行程を誰かに手を引いてもら

うべきだとか,そ の道程がいつも同じであるべきだな

どといいたいからではない。そうではなくて,定期的

に一一をして今まさに一―,道は再点検され,も つと

はっき )と 区分される必要がある。

「み育計画が施設ごとに異なるため,本委員会臨

各医学部および教育病院のスタッフが,一個の法

人団体として振舞いながら,それぞれの教育目欄

と環程を明確に形式化 し,定期的に改訂するよう

に動告する。そうすることが医学教育者の健全な

行為であり,多 くの教育問題の解決に向けての|
本的な一歩である。」

いま,強調されねばならない一撃目標
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に対し,医学教育と臨床業務をどううまく適合させ

かに主要な目標がおかれるべきである。専門化は,

れがどんなに利点があるとしても断片化を生み,包

詢かつ継続的なゲアを提供するのに適わしくまたそ

意欲 もある医師の不足を惹起 し,専門科間の協力の

難さをもたらしたと同時に,こ れらの欠点を克服す

べき卒後医学教育の変化に深刻な障害をも残 してし

った。

現在では,大学,医学部,病院,医療組織の理事会

対し,わ れわれは次にあげる改革を勧告する。

育 目標   …

1.医学部や教育病院は,現在存在する以上に次の

うな医師をた くさん育成 しなければならない。すな

ち,急性。慢性の病期の診断 と治療のみならず,予 防 ,

期診断, リハビリテーションや支持療法 を含んだ ,

括的かつ継続的健康サービスを行う意欲 と質を持つ

師でぁる。

2,ぃ かなる医師 も,一人では,すべての患者に最

のヘルス・ヶァを提供するのに必要な知識と技術のす

でを持つことはできない。専門化は責任の分割を意

する。 しかし患者は分害1で きないのである。だから,

後医学教育の計画においては,そ れぞれの患者に対

その特殊なニー ドによく合った技術 と知識の組み合

せが提供されるよう,専門医や他の専門職 との協力
ついて医師は訓練 されなければならないということ
｀
層強調されるべ きである。

場 の 目的

事後医学教育はカリキュラムや教育計画の見地から
|けでなく,こ れらの計画を構想 し遂行する管理構造 ,

た基準を確立 しかつ卒業生の質を評価する管理構造

磋医 第3巻第2号  1987年 5 Fl
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の見地から考察されなければならない。卒後医学教育

の管理構造に関しては,次の 2つの強調されるべき目

標がある。

3.卒後医学教育を組織的かつ継続的に監査 し改善

するために,現在あるものよリー層強力で, より集中

化された, さらにより協調的な手順と仲介が必要であ

る。

4.教育方針を決定し,計画および基準を確立する

際には,統合された科学,お よび職業全体 としての医

学の必要性に与えられる配慮はますます大きくなるベ

きである。

第5,6,7章では,教育上の目標を達成するための

方法を提案する。第 9章では,組織上の目標を遂行す

るための改革が勧告されるだろう。

第5章 1包括的ヘルス・ケア

尊敬 を持って思 い起 こ され る一 般 医(General

PractitiOner)は 患者をよく知っていた。患者のさまざ

まな病気に対 しできるかぎりの治療と慰めを与え,い

くつかの疾患と大部分の応急処置に対応することで,

継続的なケアを提供 していたのである。彼は欠陥を少

なからずもっていたにせよ,彼が患者を親 しく知って

いること,彼が患者に与える援助,彼のサービスがも

たらす信用と信頼によって,それらの欠陥は部分的に

取 り除かれてしたといえる。

今やこのような医師は存在 しない。時とともに医師

も患者 も変わ三てしまった。患者達は,今では豊富な

種類の医療サービスに近づ き,多 くの人が病院や専門
1        ■′

医のサービスこための支払いに役立つ保険に加入 して

いる。医学によいては,生物医学の主な進歩,主な勝

利は,人間全体に関わるのではなく,身体の個々の組

織や臓器に関たつている。個々の臓器や組織を理解 し

治療することを目指す医学のサイエンスやアー トが ,

(ノθ9)βイ7
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全体としての人間を理解し7台 療する医学のサイテンス

ゃアートを追い越してしまったため,専門医の業務が

一層必要となり, また魅力的になつたといえる。

一般医療に携わる医師の数について満足できる統計

はない。一般医としてスター トした医師のうちには,

丸ごとか部分的にか専門医に診療 を限定した者 もいる

し,専門医としての訓練を受けた者で一般医になつた

者もいる。 しかし,明 らかに一般医の数と比率は低下

している。1931年には,個人診療 を行うすべての医師

のうちの 84%が 自分は一般医であると報告していた。

1960年にはその割合は 45%と なり,1965年 には 37%

であった。この比率がさらにはくなることは確実であ

る。というのも,1965年における個人診療を行うすべ

ての一般医のうちの 18%は 65歳以上であり,こ の老人

比率は他のいかなる業務よりはるかに大 きく,最近の

医学部事業生のわずか 15%が一般医になろうと考えて

いるにすぎないからである。組織化された医学がいか

にして埋めるか決めかねる空白を,一般医は残 したま

まにしてしまったのである。

この空自のひとつの結果は患者が自分の診断家にな

ることであ り, どんな種類の専門医に近づ くべきかを

決めるということであつた。 もしくは患者が薬剤師や

友人の忠告を求めた り,適当な治療が何かを自分の考

えで決めるということである。他の患者は一一数は増

えつつあるが一一問題があれば病院の救急室に持ち込

んでいる。 これはいつも開いているし,誰で も受け入

れるし,良 いメディカル・ケアと設備が,少 な くとも

救急の際には利用で きる。けれどもこの解決の仕方で

はほとんど継続的にはならないし,人間関係 としては

穏 者にも病院職員にも満足のいくものではない。

しばらくは,「一般医」,啄 庭医」また「4国 人医」の

議論が続 くだろう。一般医を改善 し永続化す る手段と

して 2～ 3年の卒後計画を勧める医師もいる。専門医

は,こ れとは対照的に,一般医を次のように思いがち

'イ

8 (プ ノ0)

なのであら。すなわち“重大な医学的問題は一般医の手

に余るか喝,紹介サービスや障害物の除去として"主に

役立つのだと。少数の医学部や教育病院は家庭医療の

計画を提供 してきたが,こ れらの計画の多くは,その

半分の成功もおばつかないと思われる中途半端なもの

¨であったc

もちろ′じすばらしい一般医はいるし,質の高い継続

的かつ包:舌的なケアを行う専門医もいる。 しかし多く

の患者,医師,立法府議員が同意するほどの十分な数

の医師も1 また十分なサービスも存在しない。患者が

病院の救急室に並んで待つているのがその証拠である。

米国医師会の代議員会は家庭医療からかけ離れた傾向

を逆転 しようと試みた。こうして第 89回議会で採択さ

れた医療去は,医学研究を奨励 し改善するためにつく

られた以前の連邦法令と異なり,医療の改善というこ

とに大きな力点が置かれている。

医学思想のオ旨導者の多くは,過去の典型的な一般医

が与えたものよりはるかに高度な包括的な医療を与え

る能力と意欲を持つ医師を訓練することが望ましいと

告げてきた。彼らが思い描 く医師は¬ の医師と同

様一一,臓器や組織についての技術 '知識のある医師

だが,櫃 々の臓器や組織ではなく,複雑な社会的状況

に生きる全体としての人間に的を絞る医師であり,部

分的な診断や治療は往々にして主な病因や治療の機会

ili;:i:]:li:[[i[][[ヒ優:「 :
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あり,そ こには病気の診断や治療のみならず,病気

予防とか支持的なケア,かっリハビリテーションで

つて,それによって人々は手に入れる限りの最高水

う身体的・精神的健康や良い暮らしを保持 したり,

ノくはそこに戻ることができるのである。病院も現

)専門医も包括的・継続的医療ケアが自分の責任だ

P自 分の能力の範囲内であるとかはほとんど考えて

rい。さらに現今の一般医でこの役割を満たす資格

うる医師は多くはない。つまり,現在の医師たちと

:な ?た種類の医白Tが求められているのである。

1の種類の医i下 について語る場合,や っかいな語義

)問題がある。これをどう呼ぶべきであろうか? 一

C(general practitioner)と いう称号は既に名:渉ある

とを失った。ラッセル・リニ陣士は「われわれは彼

lめ に記念碑を築こう,……そうして新しい個人医

電念を今や出発させよう」と述べている。

′かい この個人医 (personal phygcian)と いう言葉
:た 困難な問題を持っている。医師・患者関係は決
r非個人的であってはならない。外科医,精神科医,

+医,皮膚科医は自分の患者に対して,その関係が

卜的であれ持続的であれ,み な個人医である。

7診医(first― cOntact physician)と いう言葉も使われ

,ゞこ れにも難 しい問題がある。内科医,産科医,

:科医, また外科医も当然,初診医であり得る。こ

ド号は単に一時的な関係。 ときに一時的な事件を意
′特定の医療サービスを意味していない。
そ庭医(family physician)は よく使われる呼び名で,

こ全員に役立つ同一の医師という意味では利点を
〉ている。 しかし家族関係は必ずしも必要ではない

それにこの言葉は,打ち解けた個人的な使い方
ヨ́~ン ズ先生はうちの家庭医です」というような)

tふ さわしいのだが,そ れが意味すべき性質を述べ
tい ない。

[括的ヶァ(comprehens市 e care)と いう言葉は,た

ス 第3巻第 2号  1987年 5月

このような医師をプライマ リ医師
(primary phys と呼ぼうと提案する。彼は初回診

察という意味 つヽも第一次的であるべきである。彼

は第一次的 そして個人や家族の相談者とし

て役立つ。一人 患者が入院とか,他の専門医や他の

メディカルの援助サービスを必要と

ライマ リ医師は,責任を適切に他者

メディヵル,′

る医療 と健康サービスの性格 を最 も

るヽ。 しかし,包括的ケア医というの

る。

的かつ包括的な責任 を保つよ

るまで見届ける。

と良い名前が,こ の機能一― それは

要素なのだ一―がもっと一般的に認

くゆきわたれば生まれることであろ

そして本報告書の目的のためには,

イマ リ医師という言葉を使おうと思

ぶんここに含

よく指 し示 し

も奇妙な言葉

そこで私た

する場合,こ の

に与えたり, 自

うに調整がなさ

おそらくはも

ほんとうに重要

められ,も っと

う。 しばらくは

私たちはこのプ

う。

医学の文献に

実体を発展 させ

ている。では,

われわれは 3

1.一般医は,

専門医が名誉 と

た。 自分の

継続的ケアや

に優れた手本を

さまざまな専門

りも常により高

より好ましい労

なことである。

2.家庭医療に

訓練をインター

専門医に比べて‐

,よ く訓練されたプライマ リ医師の

のに失敗 した例を嘆 くものがあふれ

ぜそうなったのであろうか ?

の主な原因を見出す。

つては医学の主座を占めていたが
,

を示すに従い次第に優位性を失っ

の際。若い医師は,包括的かつ

な質や優位性を持つプライマ リ医師

たりはしないだろう。そうではなく,

に手本を見つけ,専門医が一般医よ

特ヽ典を得,病院で大きな恩恵を受け,

を得ていることを見るのは確か

が興味を覚えて,そ れに相応 しい

やレジデントに与える教育の機会は,

において少なく,質においても劣っ

(ノ rr) ,49
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ている。

3.一般医や家庭医療に関心のある医師の

診療の実際の条件は、専門医が享受してい

る条件や特典よりも魅力がないと思われて

いる。

以上の 3つの困難はすべて克服され うる

のだが、英雄的な仕事が要求されるだろう。

今や革命のときである。弥縫的な改良のと

きではないのだ。

階層制における包括医療の地位

第一に必要なことは、医学の体系のなか

で、包括的なヘルスケアは高度な職業であ

り、胸部外科やllD.液学や、その他の学問とは

異なるが、医学の領域では訓練や報酬の面

で劣るt)のではないということを、単にあ

りきたりの形ではなく真摯に認識すること

である。

日常口先だけで、包括的で継続的なヘル

スケアが大切であるといつても、専門化の

強力な誘因を相殺することはできない。家

庭医、または個人医は重要だと言われてい

る。米国医師会の代議員会は何度もその数

を増やさなければならないと言つてきた。

しかし他の医師との機能や関係を定義して

いくと、家庭医、個人医は往々にして次のよ

うに次のように謙虚な表現をされるのであ

る∩すなわち、「彼は、自分の能力の限界内

で医療を提供する」、「彼は、自分の能力を超

える問題を抱える患者を他の医師に照会す

る」、あるいは「彼の診療は、日常よく見ら

れる病気に重点が置かれる」というように。

このように表現されたのでは、有能で意

気に燃える医学生には、魅力より反発をお

ぼえてしまうだろう。

専門化 した医学には一種の傲慢さがあり、

他の領域より蔓延 している。 しかし会社の

社長は、財政問題は会計監査官に、法律上の

問題は法律顧間に従 う。社長は、「自分の能

力を超える問題を照会する」などとは誰に

t,言わさず、彼 らの専門知識を活用する。そ

れ,ど ころか、社長は全能者の縮図である。ま

た別のたとえをすれば、フットボールのク

オーターバックは、プレースキックをする

専門家のためにボールを持つたり、フルバ

ックに最後の 1ヤー ドを進めさせるとき、

テームの様々なメンバーの個々の才能を効

果的に活用することが望まれている。「彼の

能力を超える」問題についても誰も侮蔑的

な物言いはしない。法律の実務は、医療の実

務 と同様、いまでは専門分化を必要として

いる。しかし現在の法律事務所では、主導的

な役割を果たし、少なくとも同じ特典を得

て:い るのは、狭い専門家ではなく一般的な

ノ、である。

以上のたとえが当たつているのは、能力

が十分にあり、全体の状況に責任をもつて

這切な

判断が下せる人、自分の持つ問題の解決の

ために役立つ医療資源の調整者になれる人

を、患者は欲 しており、持つべきであるから

である。患者は、会社の専門化 した社員の技

術や知識を適切に利用する社長を求めてい

モ。患者は、絶えず変化する状況を診断し、

チーム全体を調整 し、チームの努力のため

になしうる最善の寄与を個々のメンバーに

要請するクオーターバックを求めている。

対照的に、医療の議論の場では、家庭医は

チームの重要なメンバーというよりも日常

こ)業務担当者という低い位置を与えられて



いるように思われる。

このような考え方で、医学は科学専門化

の価値を取り入れてきたし、おそらく誇張

してもきた。学界においては、より広い領域

を覆 う包括的な知識よりも、1つの専門領

域の深い知識により大きな報償を与えるの

がつねである。そのギル ド社会の中で、最も

尊敬される数学者、物理学者、経済学者は専

門化され限定された分野に深 く到達した人

たちである。たぶんこのような態度は科学

者や大学特有のもので、そこで最も名誉



)る 人というのは知識の先端を推 じ進めた人のことで

ドる。しかし,医学は科学に大きく依拠 しているが
,

1学ではない。それは科学の応用なのである。

患者に起こる事実こそが医療の成否を決める尺度で

,る 。患者は医師に 1つの問題,それも混み入った間

iを 持ってくる。その問題を形づ くる要因は生理学的・

割学的 :心理学的 。社会的 。経済的 。遺伝学的,そ
)他 さまざまな言葉で言い表わされている。ときには

t者はたくさんの種類の援助を必要とする。また, と

には適切な治療が薬局からのわずか 1本の薬びんの

1昧で済むような場合もある。他の場合は,状況を判

:し ,い くつかの要因を考慮 し,行動の道すじを決定
.る

のに諸々の見解を要するような入 り組んだ問題 も

る。 1人 目の潰瘍の患者は外科に送られるのが適当
.場

合 もあり, 2番 目の同じ病気の患者は精神科, 3
:目 の患者は内科的治療を受けるのが相応 しいことも

る。 3人 とも, 自分はただ 1つ のことしか知らない

1師ではなく,い くつかの選択肢があることを知って

る医師に最初の注意を与えてもらったことに満足で

るように遇せ られるべきである。
ハーバー ド大学の工学 。応用物理学部長の Harvey
r00kS氏 は,次第に科学に強固に基礎づけられたとき

生したときに工学と医学の似たようなディレンマに
|い て,次のように記述 した。

「・……医学と工学の双方で基礎になる科学の重

要性が非常に拡大し,医学部や工学部には科学を

研究したり教育 したりする基礎科学者がふえたの

だが,そ の科学は関連はしているものの医学や工

学の実際そのものではない。最初に実務を行いな

がら医師や技師を教育するという古い形式は少な

くなってきた。 というのも,実務上の知識は新し
い科学の進歩によりあまりにも急速にすたれてし

まぅからで,ぃかな熟達の実際家といえどもそれ

を完全に吸収 したり評価 したりすることはできな

墜医 第3巻第 2号  1987年 5月

. いからで″る。そして,そ の過程で熟練の実際家

の精神や態度 というものが失われたのであ り, と

りわけ問題 を取 り扱うのに個々にではなく全体 と

して訓練寄与させようとする意欲その ものが失わ

れたのでとる。」

Flexner報告書は,医学教育を生物学的および生化学

的方向に進めるのに時宜を得た健全な力を与えた。増

大する科学の知識がこの傾向を推 し進めた。 さらに,

生物医学的研究のための莫大な基金が使えたために拍

車がかかった。これらの支援によって医学は大 きく発

展 した。これたは支持され継続されるべ きである。問

題は,医学においてこれらの面があまりに急速に発展

した点にあるこではない。現今の問題は,医療の実際

に新 しい次元を加えるべ くこれらの発展を活用 し,高
い可能性を獲得させ ることにある。求められる新次元

とは,高度な質を持つ包括的かつ継続的なケアであ り,

医学教育はこのケアを提供できる有能で幅広い訓練 を

受けた医師を生み出さなければならない。

われわれは朗に着手 し始めた。米国医師会代議員会 ,

一般医師会,医 師協会,そ して多 くの医学思想の指導

者たちは一―たとぇ個々の改善策や勧告方法は異なっ

ても一― より多 くの,そ してより広範な包括医療サー

ビスの提供が焦眉の課題であるという点では一致 して

いる。 もちろん困難はあるが,患者の幸福,そ して職

業 としての将来の地位および尊敬―一 これには自尊心

も含まれる一―のためにも変革は必要である。 自分の

職業上の経験を高度な内容の包括的・継続的医療サー

ビスの提供に棒げる医師を大幅にふやすために,今や

決断を下し,行 動を起こすべ きときである。 もし既存

の医学がこの問題に相応 しい指導性を持たないならば,

他がこれにとってかわるであろう。

(イ ′3) 25F

―

                             ―



sPECIAL SERIES

●

包括 的 メ デ ィカル・ ケ アの ための教 育

医学部や教育病院は,一般に訓練上および専門上の

系列に従つて組織されている。解音1学や生理学その他

の学科があり,小児科や外科その他のサービスがある。

包括医療サービスや臨床講義はほとんどない。 もし学

生に最善の包括医療の実際を学ばせようとするならば,

教育課程の大幅な変更および教育設備の大規模な追加

が医学部の最初の段階からなされなければならない。

医学生が,最初にさまざまな種類の医療職を現実的に

比較 し始めるのは医学部であるし, 自分の職業につい

ての抱負を持ち始める最初の見本を見出すのもそこに

おいてである。̀今 日,医学部は牟[学者・研究者や病院

勤務の専門医の優れた見本を提供 しはするが,包括医

療サービスを提供することに成功 し,な るほどと思わ

せるような包括的なヘルス・ケアおよび医師の見本を

提供することはめったにない。なお悪いことに,医学

部教授会の中には医師のそのような役害1を 軽視する人

がいる。

rll外はあるが,典型的な医学部付属病院では,学生

はごく普通の患者たちを診るのではなく,極端に選択

された特別な例を診ているに過ぎない。実際は,患者

は単に不快である状態から:不具者さらには致命的な

状態までの幅広い病気によつて助けを求めているので

ある。典型的な医学部付属病院では,多 くは 24時間持

続的な特別の注意を必要とする急性期の症例が取り扱

われている。実際は,医師と患者との接触は何年 も続

くかもしれないし,そ のことを通 して長期間に及ぶ健

康問題を十分に管理することの経験が得られるはずで

ある。 しかし,｀ 病院での接触は数日に鮨1限 されがちと

なる。

大学病院型の医療サービスは不可欠で,すべての学

生はそれに精通すべきである。 しかし,こ れが学生の

限にする唯一の型であり,病院に基づく,急性の,疾

′5' (rF4)

患中心の診療だけが見本として学生の前にあ.る ならば,

学生が医畳部入学時に持つている包括医療への関心は,

インターン制度やレジデント格1度の準備をするうちに

鈍化し,悪れ去られてしまうのは少しも不思議ではな

…
 なるほ ,」 ,教育者養成計画のおかげで少数の学生|よ

家庭医療め実際を知る機会があり,現にすべての医学

部は 1年の大半 (そ れは上級学年であるのが普通である)

を外来患者の臨床教育に害1い ているが,こ の教育計画

は他の計画に比べて重視されてはいない。外来診療に

与えられる低い地位のために,学生は外来診療は相対

的に重要でないと考えてしまう。

若い医lTに 包括医療の実際に参入しようという気を

起こさせ,そ れに相応 しく教育するためには,医学部

の設備や態度を大きく変革することが要請される。単

に包括医療サービスをつけ加えるだけでは不十分であ

る, というのも他のすべての人たちはそれで安心して

しまって,現在の外来診療の改善にはほとんど役立た

ないからである。

さらに徹底した変革が必要である。継続的で包括的

ヶアは医学部の組織,計画,臨床教育の中核であるベ

きであそ。学生が臨床医学を学び始める一番最初に,

病気は常に,身体の局所に孤立 して起こる出来事では

島1裏信静頭‖言軍11:51[「 1「濃彙僚ち彿:

ii::1:[[[:[i[ll][[[:i:襲
患者の ケアにいかに大切か ということが示 される。い

_ 」JFP V。
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3の考えを早いうちに強調することは,患者の長期

ったる幸福のための専門的なサービスと個々の病気

§係を正 しい見通しの中に置くことに役立つ。

アリニック(Clinic)と いう言葉は,わ れわれが思い描

計画には不適切である。なぜなら,ク リニックとは

ざどき単に外来患者に奉仕する医学的設備を示すも

ヒして使われるからである。同様に,サービス(Service)

′ヽう言葉 も誤解されている。というのも,こ の言葉

入院患者に与えられる医療サービスに限定されるこ

があるからである。われわれはこの両方を意図して

る。私たちがプライマリ医1市の教育の中核として勧

る計画は外来患者に奉仕する一一したがつてクリニ ,ソ

であリーー, また必要に応 して同じ患者を病院へ入

る一― したがつてサービスである。以下の議論では,

たちはそれをプログラムと呼んだリサービスと呼ん

りする。どちらも今述べたクリニ ァヽクとサービスの

合の意味で使う。

新しいサービスは,予算,職員,宿合,外来患者の

1備,そ れに病院のベッドなどを持たなければならな

。その筆頭に,主たる関心が包括医療である医師が

1な ければならないし,職員の上には同様の関心を持

)臨床の教授や医師がいるべきである。皆が集まって

[画,管理,患者ケアや教育の章任の大半を引き受け

)の である。

しかし,責任はすべて新 しいサービスに帰せ 皓れる

くきではない。その中心となる教育上の重要性は,医

浄部ゃ職員の共同責任,保証,そ して教育計画の発展

や他の病院サービスの効果的統合を維持することの支

こを必要とする。他のサービスの専門家は包括的計画

こおいて相談者や参与者にならなければならない。包

舌的サービスに使用される病院のベッドは,他のサー

ビスに睫ゎれるベッドから隔離または区別されるべき

ではない。包括的サービスの職員は, 自分の患者が入

院する際の問題を完全に処理することができる。その

家咆医 第3を第2号  1987年 5月

他の場合は,外科医,小児科医,精神科医=お よびそ

の他の専門医のサービスが必要となる。どちらの場合

でも,た とえ一時的に主たる責任が他の専門医に移る

にせよ,プライマリ医師や関連レジデントは,患者の

全入院期間を通 して追跡することができなければなら

ない。入院の前 。中 。後の継続性はプライマ リ医師の

責任の一部であり, レシデントの教育の主要部分であ

る。このような状態を達成するためには,教育病院の

いくつかの習慣を変えなければならないし,包括的サー

ビスのための力なりの責任を引き受けるために,病院

職員が一九となって協力体鮨Jを とらなければならない

だろう。

多様な患者が必要となるだろう。患者は紹介患者に

限られるべきでなく, 自由意思で訪れる患者 も含める

べきである。なぜなら,こ の教育計画は全年齢層およ

び幅広い社会 。経済的また教育的水準の患者層を要す

るからである。やがてこのような患者達は,一般的で

簡単なものからきわめてまれで複雑なものまで,広範

な問題をかか
'_て

くるであろう。

このようなヤービスは,医学部の学生が医学の実際

を学び始めるのに最適の環境を提供するであろう。こ

の状況で行われる実習制度は,多様な問題を抱える患

者に出会った●,かなり長期にわたり患者を追跡 した

り,卓越したバ準で行われる包括医療を体験 したり,

さまざまな専同医の仕事をみたり,い かにして専門医

の能力が患者の幸福に寄与するために動員されるのか

を眼のあたりする機会を与えてくれる。

事業時にブライマ リ医師としての職業に大望を抱く

学生は,こ れらの教育計画の中でのレジデンシー・トレ

ーニングの位置づけを知る絶好の機会を見出すだろう。

さらに,こ れらの教育計画を確立 した病院は他のサー

ビスの職員と
=期

的に,継続的に,ま た共同して働 く

職員の見本を示してくれるだろう。この見本は,教育

計画に多大な諷談業務や共同責任の考えを導入する突

(r」 5) ,5S
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破口となるべきである。

現在,われわれが勧告するのと同様の高度な包括的

ケアを提供 したり,教育計画の中心的で重要な一部と

して包括的ケアを盛 り込んでいる医学部や病院が 1つ

もないことを,われわれは承知している。このサービ

スは可及的速やかに確立されなければならない。教育

目的のためにこのサービスの見本となる典型的な医療

サービスをつ くるべきであることは,当初からよく考

えておかなければならない。規模としては,例示と教

育機能を満たすのに必要なものでよく,そ れ以上に大

きいものは必要としない。

われわれが注意 を受けたことの中には,地方の医師

や医療団体は医療センターが直接開業医と競合するの

で包括的ケア・サービスを確立することに反対するだ

ろうということがあつた。ある程度はそのとおりであ

るし,ま た反対するようでなければならない。しかし,

このサービスがプライマ リ医師の教育を改善するのだ

ということを注意深 く計画 し宣伝すれば,困難なこと

ではないと思われる。のみならず,教育効果を上げる

ためには,教育に自分の時間を割 く意欲があり能力も

ある地方の医師の協力は常に必要である。医学部や職

員間の調整も必要となるだろう, というのも,大学の

医療センターと他の教育病院の双方で,個々の患者の

多くは教育の目的のためには取 り扱われないからであ

る。この点について,われわれは調整されるべきだと

考えるので,第 7章でさらに詳しく論 じることにする。

考えなければならない問題や経済的な疑間も明らか

にある。これらは先んじて手が打たれなければならな

いし,一一可能な程度まで一一あらかしめ解決されな

ければならない。なぜなら,多様な患者層に対 して包

括的ケアを提供 し,かつ教育目的に必要な規模に限定

されたモデルとなる計画を確立することは,こ の種の

仕事に興味を持つ学生が,そ の問題を経験 し満足した

り,そ うした機会を与えるために不可欠の階梯なので

′5イ  (プ /δ )

ある。質の高いモデルを学生に示せば,われわれはこ

の種の仕事に進路を定める学生数 を正当に想定するこ

とができる。この教育上の焦眉の必要性は,開業医を

少 し侵害することがあつて も,避けるわけにはいかな

いほど重要なことなのである。

このモデル となる計画は,お そらくさまざまな形態

をとるであろう。初めはすべて教育上の実験である。

あらゆる」震れた実験 と同様,そ れらは精確に観察され,

注意深 く報告されなければならない。そうして初めて,

医学部や教育病院にとってはこれ らの組織形態や最も

有効なみ育方法 を採用するうえでの助けとなるのであ

る。

プライマ リ医師のための卒後計画

包括的ケアの卒後計画の基本的内容は,内科,精神

科,小児科,婦人科そして予防医学から成り立つべき

である。本委員会は次の 5つの勧告を提出する。

第一に,古典的なローテイ トするインターン制

度―一たとえさらに長い期間に延長するにしても

一―に従った単純な各サービス間の知識や技術は

不可欠であるが,教育では各領域での急性期の一

時的取り扱いよりは,継続的かつ包括的に患者の

責任を責うことに重点が置かれるべきである。

この目的を遂行するためには,各サービスの代表に

よる共同計画や,個々のサービスというよりは全体の

領域に責任 と権限を持つ上級職の監督,卒後医学教育

の全

懲1,:こ 1象言彗醤訂]奪:I事募λ稗間的瀬

序などの詳糸田は確かにさまざまだろうが,い くつかの

」J.FP VO1 3 00・
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)イ マリ医師としての責任を全うしたり,他の専門医

らヽ尊敬されたりするための基本教育を十分受けるこ

:ができなければならない。のみならず,専門サービ

tでの経験によって, レジデントはこれら専門医との

:調精神が育まれるのである。

卒後教育期間の一部は,上述の包括的・継続的ケア・

トービスにおいて過されるべきである。このサービス

:経験することで, レシデントは長い期間さまざまな

粛者を取 り扱う中で,病気である短い期間というより

),健康についての患者の全体の知識を得たり,同 じ

記者を病院の内外で追跡したり,専「1的 な医療サービス

:過 した午後教育期間に学んだ知識や考えを統合 し応

ヨしたり, または自分の患者の医学上の問題のために

そ第に増大する責任 を引き受けたりすることができる

にうになる。

従来の教育による経験は不十分であったにしろ,卒
資教育期間の一定部分を良き監督下のグループ診療で

ユすことは,ぁ る場合,調整すれば可能だし実際的で

bろ うと思われる。 しかし,こ の調整で若い医師に現

t的で貴重な経験を与えることができるのは,そのグ
レープが真面目に教育上の責任を引き受ける用意と能

ながある場合に限られる。このような調整はめったに

よなされないかもしれない, というのも私的なグルー

プは普通,教育目的のために組織されてはいないから
こある。にもかかわらず,効果的に医学部や教育病院
と協調することができるようにつくられたいくつかの
グループは喜んでプライマリ医師の教育に参加するで
あろぅ。このような良い機会は得られるべきであり,

さまざまな実験的な計画が試みられるべきである。
もしレジデントが一時期を専門的な医療サービスや

こ括的ヶァ .サ _ビ ス, またおそらく指導医つきのグ
ル、プ診療で過ごすにしても,計画を共同で立案し監
督することは不可欠である。レシデントが患者の外来
ぼかりでなく入院期間中も継続的に責任を持つこと,

・ 聰医 第3巻第2号  19t7年 5月

専門的サービスがレンデント制度部門を最大限効果的

にしてレシデ
‐/卜 教育に寄与すること, さまざまな領

域におけるレンデント計画が適当に分化することを確

かめるために よ共同責任は必須 となる。繰 り返すと,

これは施設が責任を持たなければならないということ

を意味している。新 しいサービスが現在の組織に加え

られたために失敗したのであれば、その責任は新 しい

サービスのほうにあると考えるべきなのである。

第二に 救急例の取り扱いに関する経験= また

は外科手荷前後に必要な専門的ケアの知識が含ま

れるべきである。

外科に関しての経験量および性質はおそらくプライ

マリ医師の訓疎において最も議論の多い問題であろう。

包括的医療のもっと高度な形に自分の領域や伝統を発

展させたいと望む一般医の何人かは,少なくとも現実

の外科的救急の管理ができるのに十分な外科の訓練が

含まれることを願っている。救急例では, どのような

医師も必要と考えることをするだろうし, もしそれが

外科医であれま,彼は自分のできる最善を尽くすだろう。

しかし普通の状況では,あ るグループの一員として働

くプライマ リ医師としては,外科医として振る舞う必

要はないだろう。学生としてまた午後何年間かに手術

室や外科患者の適切な経験を積めば,術前 。術後のケ

アや外傷の救急処置について多くのことが学べるだろ

う。外科医との相談や外科的治療に関する状況の洗練

された知識も尋られるだろう。 しかし外科医としての

訓練は受けなィヽし,外科医として振る舞うことを望む

べきでもない
l

第二に 教育計画の大半をなす医学の専門的事

項につけb口 えて,新 しい知識体系が教えられるベ

きである)

この新しい細識体系を定義することは難 しい。なぜ

なら,そ れはまだ適切な発達を遂げてはいないからで

ある。生物学t照 らし合わせてみると,そ れは分子生

(//7) 255
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物学やウ
.イ ルス学, または個々あ臓器の生理学よりも

生態学,進化論,そ して基本的理論に似ているだろう。

継続的・包括的ケアを提供 しようとする若い医師は,

組織や臓器と同時に人間を,個人の病気の状態と同時

に病歴や親族関係を,症候学と同時に医学的生態学を

知らなければならない。精神科で仕事をすることでい

くばくかこの背景を知り,社会学や公衆衛生からは何

らかの素材一―例 えば,家族と病気の相互関連の知識

など一一を得るであろう。けれども,そ の中味や仕組

みや強調の程度について一本化することはできない。

なぜなら, これらの話題を医学に応用する教育の場は

不十分であつたし,すべての包合されるべきことをど

の程度関連させるかについて意見の一致をみていない

からである。

患者と一定期間, さまざまな問題をともにすること

で多くを学ぶことができる。現在診療に携わつている

良きプライマ リ医師は,経験や直観,技術と知識を獲得

している。必要なことは一一そして医学部や教育病院

が発達させなければならないことは一―,全体として

の人間および社会の中の人間に関する情報と一般原則

の体系化であり,そ れによって実際の経験による教訓

が当てはまる知的枠組みが与え偽れる。この背景は,

一部分は生物学的であるが,一部分は社会的 。人間的

でもある。 というのも,そ こで人間は全体として複雑

な,統合された社会的な存在として扱われるからであ

る。

この学問的背景は現在十分に発達 していない。最 も

満足すべき内容や教育法にヨl達するために,医学部や

教育病院の側にかなりの量の実験的試みがなければな

らないことは明らかである。重要な焦眉のことは, こ

の新 しい知識体系を伝えるための明確で決定的な解決

策を持つことである。他の問題はあとからついてくる

ものである。

さらに,包括医療に興味を持ち十分やっていける学

,5∂  (1′ 8)

生と,他 の専門領域を好みそれに卓越 している学生を

比較するような機会があるであろう。包括医療はより

人間性に菖む学生や行動科学を好む学生に訴えかける

が,一方卒前教育で物理・科学や生物学に興味を覚え

る学生は伝統的な専門領域に進みたいと考えるのは大

いにあり得ることである。もしもそれらの違いのいく

つかが重要であるならば,入学方針に密接な関係が出

てくるのは明らかである。

弟四に,卒後教育プログラムには個人によって

差かあつてもよいと考えられるべきである。

包括白t・継続的ケアの概念は,興味と特殊能力に従っ

てきまさまな余地を残している。この教育に入る卒業

生は,お 圧い画一的に複製されるべきではない。すべ

てのプライマリ医師は継続的・包括的ケアを提供する

ことがてきなければならないが, ある医師が患者やそ

の問題に対 し完全な責任を持ち続けるか,同僚に紹介

するかを分ける線は,実質的にはさまざまに変化する

であろう。あるプライマ リ医師は心身医学と社会問題

にかなりの興味を持ち,他の医師は腎臓の生理と病理

に興味を持っているとしたら, これらの興味を発展さ

せることはこれらの医師が協力しあうグループ診療や

外来の財産となる。

包括的ケアに関心のある医学教育者はこの種のが

の教育方法や,包括医療が最 もよく組織されて供給さ

れる方法についての実験について多くの機会を見出す

であろ¬。他の専門領域 と同様,包括医療には研究の

機会,ま た研究を通して患者,学生,教員が利益を得

る機会 ぅあるのである。

第五に訓練の水準は他の専門医と同等である|
きである。 2年間の率後教育プログラムでは不十

一
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Jの 中での地位に関しては,試験や特典や専門化の考

iが必要となる。

プライマリ医師を認定するために,新 しい委員会が

百立されることであろう。現在の委員会の一つがこの

i務 を引き受けるかもしれない。 もしくはどれか一つ

)可能性よりもさまざまに調整 したほうがよいかもし

しない。プライマリ医師は,あ る内容や技術の専門家

:い うよりは機育ことしての専門家となるであろう。そ

しゆえ彼はいくつかの現在の委員会の共同, もしくは

:統的な委員会 とは別の機関によって認定されるのが

Fま しいかもしれない。この問題を今解決するかわり

1,私たちは第 9章で述べる年後医学教育委員会に問

:を 委ねる。

このような教育改革の結果,外科その他の専門を選

=級友たちと質的には同等である医師たちがふえてく

'は

ずである。違いは診療の水準や責任よりも形態で

'る

だろう。一層幅広い医学上の関心を持って,彼 ら

たいつも新患患者には最初の専門家としての接触を行

,ヽ旧患患者には継続的な接触を行うであろう。狭い

i門化した同僚よりも広い範囲で,彼 らは診断家であ
},医学上の調整者なのであり,そ のような彼らの発

「る最初の問いは,「 どうしたら,私は一人でこの患者
ユー番役立てるだろうか ?」 ではなく,「私がどうした
)'そ して誰をどうやって手配したら,こ の患者に役
こてるだろうか ?」 なのである。

実際の医師数で診療が間に合わなくなる前に, 3億
に`なろとする人口に対して包括的・継続的なケアを

電供するの1,必要な質と数のプライマリ医師を教育す
もために,大がかりな,金のかかる,国家的な努力が

`要
だとぃぅことをなっきり認識しなければならない。

ミ学上の態度の変革や医学部や教育病院の変革には,

ユ去の伝統に対する根本的決別が必要 となる。急激に
この決別を行うことは大変だから,多 くの病院や医学
3に期待するわけにはいかないが,関心を示 したとこ

k寒医 第3巻第2号  1987年 5月

ろもある。われわれはいくつかの医学部や教育病院を

開拓者となるよう勇気づけたいと思う。他のところは

あとに続 くだろう。医学部と職員が必要とされる教育

プログラムを思慮深 く発展させ支える点において協力

すれば,そ してその教育プログラムをなし遂げるうえ

で最 も有能な医療実践家の協力をかち得るならば,成
功は間違いないであろう。

包括 的 ヘ ル ス・ ケ アの 実際

もしも包括医療に従事 しようとうする医師の数が著

しくふえるならば,診療において十分な尊敬と報酬を

受ける機会がなければならない。 しかしこの問題は,

前節で考えられ.た 変革がなし得るならば重大ではない。

というのも,こ のような医師の需要は大きいからであ

る。

プライマ リ医師の理想の場はグループ診療である。

一つのグループの中で働 くことで,診療の助けとして

専門的な同僚を活用する勇気が得られるであろう。グ

ループ診療のおかげで,患者は自分と自分の病歴を知っ

ている医師と¢継続的な接触が得られるという不1点 と,

必要なときいてでも豊富な技術と設備に接近できると

いう利点が与史られることになる。

すべてのプライマ リ医師が同じ訓練 と関心を持つだ

ろうと考える理由は何もない。そうしたいと思う医師

は自分の患者に包括的なケアを提供できるし,他の患

者にはもっと専門的なサービスを与えることもできる。

こうして,一 人の医師は消化管の問題についてのグルー

プ内の専門家であり, もう一人はウイスル学の専門家

であり得るのである。グループの規模と構成員の興味

によって,包括的ケアを与える医師の間に変動の幅は

あつてしかる^:き であろう。

グループ診療はまたプライマリ医師自身にも恩恵を

与える。彼はE々 ,他の医師と働 くことで, 自分自身

(rr9)′57
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●

の知識 と興味 を補う知的な励ましを受けることができ

る。仲間と同様,彼は有能な同僚によつて行われる品

質管理の恩恵を受けるであろう。さらに彼は,休暇を

取った り,専門的あるいは再教育研修により頻繁に行

く機会 を持つことがで き,その間,彼の患者はグルー

プの他の構成員に診てもらえるのである。

ブライマ リ医師は病院の医療サービスヘ入れる資格

があるだろうし,現在の専門医が行つているのと同 じ

ような特典を持つべ きである。のみならず,病院害奄

委員会 (糸l織委it会 ,医療監査委員会 または病院活月1委

ll会の ような)の 1雌成長として,病院の内本|,外科 |ハ |の

より良い協力1翅係を もたらすといつた,と くに有益な

影絆 を与・えるであろう。

この種の 人々はグルーフ1:分療で非常に価値ある存在

なので,プライマ リ医師の十L卜 に就こうと望むすべて

の人に有益な機会が待ち受 |ナ ていることについて,学

生Lに 確信 を抱かせ るのにはl~N難 はないはずである。

ともに行 う行動

包括医療をより広く実践する際に横たわつていた 3

つの難問一一 低い地位,適切な教育lLX念 の欠如, した

がって教育の機会や診療条件の欠如一―はお互いに補

強されてきた。

これらはなるほど包括医療サービスの仕事へ入る際

の障壁であつたが,必ず乗 り
'越

えることができる。こ

れらの大半は,飛躍的に増大 した知見と新 しい技術や

手技の夕達によってもたらされた診療の専門化・細分

化によるものである。今や,医学の高められた診断・

治療の大を十分に社会のために還元するよう,医学を

再び統合することのできる多くの医師を養成すること

が必要なのであるの
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」OHN S.MILuS(卒 後医学教育に関する市民委員会議長)

1章 序 章

2章 医学教育の組織と統御
0医学校
0イ ンターン制度
●レジデント制度

3章 医学教育と医療の方向性
0増加する知識
0増大する期待と需要
●都市化と人口の流動性       `
●組織イしされた医療
●患者は適応 しなければならない   (前 々号掲載)

i4章  発展する目標
●いま,強調されねばならない一般目標
0教育目標
●組系哉の目的

'5章
 包括的ヘルス・ケア

0医学の階層制における包括医療の地位
0包括的メディカル・ケアのための教育
●プライマリ医師のための事後計画
0包括的ヘルス・ケアの実際
0と もに行うイラ動            (前 号掲載)

:6章  レジデント教育の改善
0団体の責任
0卒後医学教育の継続性
●医学教育の一般的および専門的段階
●基本的なレジデント研修
0レ ジデント研修の期間

胃7章 教育病院
●計画の規模
0患者人口

0教育する医師
胃8章 大学の役割

●医学の実際面の進歩
●革新者および教育者としての大学
●病院のネットワーク
0ヘルス・ケア
●他領域への寄与
0国家の目的

窮9章 卒後奎量曇曇よ≦:~と
卒後医学教育

0継続的な審理の必要性
●卒後医学教育委員会の責任
0レ ジデント帝1度審理委員会
●期待される利益

―

―

tt医 第3巻第 3号  1987年 3月

第3回 (最終回)

第6章 |レ ジデント教育の改善

レジデント制度が健全に運営されると,非常に多く

の人々から信頼されるようになるであろう。教育病院

が責任を持ち,監督者をつけて多様な経験を積ませる

ようにするならば, レジデン トは次第に責任 を持てる

ようになり,熟練 した先輩と一緒に働 くことができる

ようになる。優秀なレジデント制度があれば,技術の

習得がたやすくなり,医師の職業訓練が受けやすく,

またその訓練を科学的JIE論 と結びつけて受けることが

できやすくなるぅレジデント制度が最高の状態に運営

されると, きわめて高い柔軟性を持つことになり, さ

まざまなレジテントの関心や技能に合わせ, さまざま

な病院の設備,問題,診療形態に合わせることができ

るようになる。

基本的にはどんなに健全な備1度 でも問題を抱えてい

るものであり,こ の制度 もその例にもれない。レジデ

ント制度を提供す る病院は質,規模,機会や責任の与

え方が異なっており,教育目標への係わり方も大きく

異なっている。ある教育病院では指導医のほとんどが

教育に興味を持っておらず,他の病院では常動の医師

がほとんどいない。またある病院では, レジデントの

教育経験や診療行為はほとんど監督されず,調整もさ

れていない。また,病院のスタッフがあまりに研究に

没頭しすぎていて,患者の診療や レジデント教育に十

分な時間を費やしていないところもある。他の問題 と

して,多 くの病院でレジデントに責任を持たせること

のできる患者数が減 り,そ の病気の種類 も減少 してき

ている。

・The graduate elucation of physicians:The report of the cit‐

izens commissioョ on graduate medical education

・・ The Japanese n“ ademy of Family Medicine

〈編集部注〉

今回は最終回として第 6車から第 9章 を収録した。前半は前々号およ

び前場に掲載済みである。

(″ )θ
"

MILLiS委員会報告書
*

監訳=家庭医療学研究会
**
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根本的な問題は,病院の教育目標ど患者へのサービ

スロ標との間の混乱にあり, ときには両者の目標が一

致 しないことにある。病院とは一一 どんな病院であれ

一一医療 を求める人々を収容 し,医療 を提供す るとい

う基本的目的の もとに存在するものである。病院はこ

の目的のために組織 され,整備され,lla員 も集め られ

るのであり,常 にその医療サービスの質によって評価

されなければな るない。

病院が若い医師を訓練するという付加的機能を引き

受けるようになって, レジデン ト教育が多くの病院で

行われるようになってきたが,そ のJlll山の一つは,患

者のケアをり|き 受けるのに役立つ若いIA側 iを f雀保 した

いという願望があったように思われる。このように,

サービス日標 と教育 [1標 の不一致は不‖「避的に招来 し

たのであ り,こ の対立 |よ サービスと教●
~が

同 じだと主

張することでは角7決 できない。なぜなら両者は同じで

はないからである。常動医が与えるサービスは病院 と

患者には役立つか もしれないが,そ の内容が真に教育

的でないかぎり常勤医自身には最高に有益であるとは

いえないであろうし,そ のサービスが首尾一貫して計

画され, 自分の卒後医学教育の一環 として考えられる

のでないかぎり,常勤医にはあまり役立たないであろ

う。このような理由で, インターンや レジデン トに対

する責任 を引き受けている病院は,すべて理事会や職

員 も高度な卒後教育を与えなければならなくなったの

である。

常動医は時間を有効に陵っているかどうかを常に公

平に判断 しているとは限らないが, 自身の学んだこと

と提供 したサービスの竜 とを比較 してみることは重要

である。 コロンビア大学の応用社会OF究委員会の研究

によれば, インターン生やレジデン トの少数のみが枚

育にii崎足 しているにはすぎず, さらにその 1/4が学ん

だことは病院サービスのために費や した時間以上に価

値をもっていると考えているにすぎない1)。

5・54(“ )

病院間および病院が提供する研修計画の間には,ぃ

つ も質的な差異がある。個々の計画の欠点は無くして

しまうことはできないけれども,そ れよりももっと一

般的な落とし穴について考える必要がある。その一っ

は, レジデント研修計画の立案と統轄に責任をもつス

タッフがどのような考えを持つているかに関係 してい

る問題である。典型的な場合は,あ る一人のスタッフ

によって
=れ

が立案され,監》  評価されている。つ

まり,病院全体ではなく,個々の部門の責任として取

り扱われているのである。そして, ときには責任はあ

る淵∫円の責任 杵である個人に集中しているようであるc

医学の
'lI識

体系がいまだ小規模だった時代や,若い

徒弟がrl li匠 からすべて学べた時(ヽ もあつたが, しかし

今や,一 のヽ教育者が十分な教育を持っているわけで

はなくな つている。知的内容はあまりに膨大となつて

いるので;午季奉公ではもはや不十分である。スタツ

フは,他の熟達 した医iT,同僚,患者,図書館,検査

室,抄読会,訪問講演者などの人々や資源を利用して

多くを学 もでいるのである。

半世紀前には有益であった独占的職業訓練のための

徒弟縮1度 では, もはやどうにもならなくなつたと広く

認識されるに至った。急速に医学部の入学条件が厳し

くなり, 主物学の実質的な教育課程が発達し,医学教

育の立案 。実行の責任は個人または少人数のグル~プ

実地医家にかわって医学部の教員によつて引き受けら

れるようになった。

今や午後教育にふさわしい改革をすべき時代が子1来

したのである。医学部を事業した若い医師は,その後

多くのことを学ばねばならない一一それらはア~卜 や

」JFP V。 13n°・3



のは, さまざまな能力を持った理想的な医科学者や
床家が指導する教育計画案である。 もちろんその計
案は十分検討されてぃて,進歩的かつ統合的でなけ
ばならない。以上述べた理由で,後半の部分では改
すべきことにつぃて勧告したぃと考えてぃる。

1体の責任

強調すべき最初の原則は,すべての教育病院は年後
学教育を提供する機関としての義務と責任を理解し,

つその責任 と義務を果たしてきたことを明らかにす
きだという点である。病院評議委員会,管理者や上
スタツフは,患者ヶァに要する費用以上に重大でし
も金銭のかかる義務を引き受けていることを認illし
llればならない。この義務を果たすためには,病院
資源の一部を割 く党

′
悟をする必要がある。本当に教

均な計画を用意できないならば,そ の病院はインター
主やレジデントにとってょぃ場所 とはならない。

各教育病院は,教育委員会を通 して,卒後教育
委員会ないし類似のものをつくり,卒後医学教育
計画に対 して,内科,外科または各科の長の個人
的責任ではな〈団体責任を負うよぅにすべきこと
を動告する。

後医学教育の継続性

雀3と すべき第 2の原則は,い かなる卒後医学教育計
∫4i合的で段階的な経過を持つ ものとして立案すべ
ことし`う点である。現在はそうなってはぉらず, 2
)'1々 の段階一―ィンタニン制度とレジデント制度
ヨこ分かれてぃて,両者の結びつきが余りに緩すぎ

'Pl医
になるには,i認定インターン制度 と認定レジ′卜侑1度の経験者という資格が必要である。 しかし,

1人 ゎ3巷第 3)ザ  1987118ナ
l

る勇員[量うよ:枠 :Л [1:`「単↑::(110[11
脳神経外科専詩1には外6月|'夕19鼻機『」菫:°

テー ト型のインターン研修が好まれる。 しかし,こ れ
らの例外を除いて,ス トレー ト型, ローテ_卜 型また

言[[[:ililili:][::l]::li「
その経験の内容は重要ではないと考ぇているようでぁ
る。逆, レシィン トlJl修は個々の専門医の特殊条件
に合致 しなければならないのである。

で重χ〔罵孟l層蜻L緞馨碁栃II〔膚[[禁 :番T
機会を与えるためにサ案されたのである。この佑1度は,

構1限 はあるものの卒業生に現実の医療問題 を抱える実
際の患者を与えて,個人的責任 を徐々に経験 させる機
会を提供 して〈″.た のである。この経験を通 して,学
生が医師へ変貌するのを期待 したのである。以前は,

今より短い年月て十分だと見なされたが,現在はそぅ
ではなくなってきてぃる。現在は,学部の臨床実習の
ときから病院での経験を始めるが,こ れは医学部のカ
リキュラムの一部に組み込まれている。 インタァン研
修の後にさらに患者ケアの経験を積んで熟練 した能力
を身につけるために, レジデン ト訓練が必要 となるの
である。 したがって, ィンターン制度はある部分では
臨床実習に,他のヨ6分ではレジデン ト市1度の初年度に
重なる中間的な位 置を占めるよう‐|こ なってしまった。

その結果, インターン研修の使い方に大きな変化が
起こった。古典的 卦ローテー ト型のインターン市1度は,

混合型 もしくはス トレー ト型のインターン制度, とり
わけ後者に地歩をi襲 った。これは事実上専門科の レジ
デント制度の初年度に相当する。
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そこで次のような疑間が生 してくる。インターン制

度を医学教育の中で分離 。独立した部分として存続さ

せることは必要なのか, また望ましいのかという点で

ある。

医学教育上分離・独立した部分としてのインター _

ン制度は廃上 し,イ ンターン制度 とレジデント制

度は一つの率後医学教育の期間に統合 し, レジデ

ント制度 として改称し統合されたものとして立案

するよう勧告する。

り,1の 医師免許法では通常インターン研修の経験が必

要であり,その内容を1嘱 記している場合もある。また,

認可にもインターン研修の経験が条件となつているの

で,“ インタニン制度"と いう言葉が残る過渡期が必要

だと思われる。この過波期においても,午後医学教育

の全期間にわたる新 しいレシデント佑1度に統合するこ

とを急速に推 し進めることが必要である。

医師免許法と認定の条件からインターン研修の

条項 を肖1除 し,代わりに卒後教育期間の適切な記

述を盛 り込むよう修正することを勧告する。

医学教 育 の一般 的 お よび専 門 的段 階

独立 したインターン制度を廃止することによつて,

医学教育の一般的段階を専門的段階との責任を明瞭に

配分することができるようになると考えられる。

医学部は,卒業生がローテー ト型,ス トレー ト型お

よび混合型のいずれのインターン研修にも入れるよう

にすることを念頭において運営をされている。また,

医学部での経験が学生が望むどんな卒後研修計画にも

進めるように幅広 く,基本的でかつ専門化されないよ

うに運営されている。

医学教育者の中には,専門分化されない教育を卒後

教育の中にまで延長しようと唱えた人もいた。例えば,

ある人達は,後でどんな専門医になろうと若い医師は

35θ  (70)

全員ローテー ト型のインターン研修, または内科のイ

ンター :′ 研修を受けるべ きだと主張 している。

逆の傾向として,医学部間や同 じ学校の学生間に教

育の特殊化が見出される。い くつかの医学部では,莫

大な研究資金援助の影響で,研究 と専門化に非常に力

を入れ るようになり,そ のために学生は一般医学や家

庭医療学に興味を失い,専門医1旨向が次第に高まるに

至った.こ のように,専門化は学生時代から始まって

おり, 学生の中には進むべき方向を既に決めている者

もいる,そ して,学生は選択科 目や臨床実習や個別研

究の課題を選ぶときに, はやばやと専門医になる準備

を始めるのである。

このように,二般医学教育と 早ヽ111医 学教育との間に
_

はっきりした移イ予点があるわけではない。多くの医学

部事業生は,事業後直ちにストレー ト型もしくは混合型

のインターン研修の中で専門的な研修を開始し,他の

者はもっと早 く専門的な研修の準備に入る。あるいは1

ローデー ト型のインターン研修をとる者は,卒業後 1

年またはそれ以上,専門的な研修を延期することにな

る。

以上の一般的な問題に密接に関係するのは全謀程の

育
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知識を高度な能力を獲得できるようにすることである。

医学教育には, トビックスをより早 く教えようとする

傾向がみられる。この傾向は初等 。中等および大学教

育を改善しようとする強い努力に支えられており,医
学部に入る学生は昔の学生よりも十分な教育を受けて

いることが期待されている。このように十分教育され

たうえにさらに教育することにより, また教育法を改

善することにより, そして, さらに自己学習の機会や

励ます機会を多くすることにより,医学部での専門化

に先立つ一般医学の教育は 4年以内に終了すべきであ

る。この一般医学の教育期1間 には,基本的な医学知nti

の教育だけでなく,主として臨床実習を通 してその医

学知識を監督者の下で実際の医療へ応用することが導

入されるべきである。

医学部の卒業は一般医学教育の終了時点として

認識されるべきであり,専門的な訓練は卒後医学

教育の開始とともに始めるべきであると勧告する。
この責任を分けることで意見が一致すれば,卒前と

事後医学教育の双方の将来計画を立てることが一層た
やすくなると考えられる。

医学部は 4年間で一般医学教育まで終了すべきであ
ると上述したし, また医学部の事業は一般医学 もしく
は専門分化しない時期の終了として認識されるべきで
あると勧告したが,ゎ れわれは“4"と いう数字に何か
資法の力を与えたり,継続 した教育課程を2つの独立
した段階に分けるべきだと考えたりしているわけでは

建吹 第3春第3号  1987`F8サ |

り能率的な計画案をつくろうとするのを批判するので

はない。われわれは医学部を現在の鋳型にはめようと

しているのではなく,む しろ新 しい試みを支援 したい

と考えている。

基本的なレジデン ト研修

インターン制度を独立 した訓練期間として切 り離 し,

その年限を段階的に計画されたレジデン ト鮨1度 に組み

込むことによって, レジデン ト教育計画に柔軟さと協

調
′
r■ が一層盛 り込まれることになるであろう。

ほとんどのレジデント研修案は,必要条件 として関

連専 |¬ 領域の知識の重要性を言こ載 している。小児アレ

ルギーや小児心臓病学の認定医志願者は,前 もって米

国内科学会や米国小児科学会の認定医になっておくこ

とが必要である。小児精神牟|の レジデン トは米国精神

科学会によって認定されていなければならない。胸部

外科レジデントは米国外科学会の認定資格を得ていな

ければならない。これらの専門科はより広い専門科 目

の延長, また|ま サプスペシャルティーを構成するもの

として認識されている。

密接な関連を持たない場合でも, レジデント研修の

必要条件として関連領域の勉強が大切であると述べら

れている。例えば,一般外科のレジデントは専門外科

領域のうちいくうかを経験することが期待されている。

また,内科のレジデントは精神科,神経科,皮膚科ま

たは小児科で時間を費やす。精神科のレジデントは“患

者の医学的検査や治療に責任が持てる"よ うに期待され

ている。整形本科のレジデントは, 1年間,一般外科

で過ごすよう|こ推奨される。耳鼻咽喉科のレジデント

は一般外科研修を求められている。つまり,いかなる

専門家もそれ自体は孤島のように孤立 したものではな

く,他の専門科と無関係ではあり得ない。

各医療サービス部門が, 自分のところのレジデント

L
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l隣接専門科の中か ら最 も大切だと思われる部分を教

こることは可能である。 また,一つの専門科のレジデ

ントたちがその関連科で時間を過ごすことも可能であ

る。これら両方の教育法が広 く用いられるが,両方と

も欠点を持つている。前者のや り方の危険性は表面的

ビということであ り,後者のや り方は相互の関連性が

よく重複 しやすいという欠点 と持つている。

両方の危険性 を少なくするためには,い くつかの関

こ専門科の レジデン トに共通 した研修内容を各専門希:

共通の基本計画 として組織すればよいと考えられる。

産婦人rlの レジデン トは,救急,シ ョック,出血 ,

愉ml,水分 と電解質六 ランス,蛋白質と室素のパラン

ス,麻酔薬の選択、化学療法,ア シ ドーシスとアルカ

ローシス,11傷治癒などを理解 し訓練 されなければな

らない2)。
他の外科系劇¬科 もこれらを理解 し訓練され

なければならない。

これ らの理解 と訓練の一部は,午前教育の中で習得

されなければならない。他の部分は,そ れぞれの専門

科に固有な訓練や経験 として残されるべきである。こ

の中間に,い くつかの関連専門科の レジデント教育 と

しての実質的な領域がある。たとえば,専門的な外科

領域へ入る前に一般外科で基礎的な修練を 2～ 4年 間

受けることが望 ましいし,内科の専門領域へ入る前に

2年間内科一般の基礎訓練を受けることは有益である。

ただ 2つ だけの レジデン ト研修計画が考えられる必要

はなく, 2つ 以上 に分けた り, また他の方法でグルー

プを組むことは教育上の大 きな利益をもたらすであろ

う。

このような勧告は今までに何度 もなされてきた。1945

年までに 5つ の外科専門医認定委員会の代表は,基本

的外牟1訓練はすべての外科専門不‖こ不可欠の基礎的訓練

であるという点で一致 していた。この原則的一致にも

かかわらず,各委員会はこの原則を実行に移す計画の

段階で意見が一致 しなかった。

多くのレジデント研修の必要条件は,特定の内容,

教育方法,経験の多様性,計画の構成に関して大変柔

軟性を持っている。この見地からすれば,病院が基本

的なレシデント訓練計画をつ くり, より専門的な訓練

へ橋渡しをすることを阻むものは何 もないようである。

しかし,記載された条件には他の点でいくつかの制限

が設定されている。一般的にレジデント研修計画は,

ある専門分野で卓越 した能力を持つと認定され,あ る

いはそれに粍当する能力を持つ指導医によつて監督さ

れない限り,認められないようになつている。■の必

要条件を修正することは,後に特殊な専門科に進もう

と考えているレシデントすべてが,そ れらの専門科に

共通な基本的修練を前もって受けることを可能にする

ために必要てある。

この提案の細目は個々の病院のスタッフによつて決

定されなけ″.ば ならないし,細 日は病院毎に硬著しす

ぎたり,型 とおりでありすぎたりしないほうがよいo

また,一つのグループの中のすべての専門科が,同時

に共通の幹から枝分かれしなければならないというわ

けでもない。一つの病院で 4つの専門科のレジデント

のための基ス計画を組み,こ れらのうち 2つの専門科

のレジデン :・ には 2年経つた時点で専門科の集中的な

訓練を始めさせ,他の 2つの専門科のレジデントに|ま

専門に入る前にもう1年基本計画を続行させるといつ

ふうにすれば有益であろうと思われる。

このような基本的なレジデント制度から,次に述ベ

る3つの利点が生 じる。一つは合同計画の利点である。

里蓋iぉ|[´ 〕言鷺[蟹集l]彙各サ3曇ワ1群機撃菖

を協同して立案するであろう。全体として,専門料の

[:〔i:i[[][:|]::::i:::|[:
いて,足並みのそろった考えを持つにいたるであろ

'つ
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はいつも健康的な経験なのである。

つめの利点は,ギ ャップや冗長さが明らかになる

う点である。レジデントを一つの科から他科へ送

とによって,細かな点で同じ水準にある同じ物質

り返し用いているのと同じことをしているのに気

であろう。上手に組織すると学生が時間を節約し,

もより深い理解に至1達するすることができる。

つめの不1点 は,教育目的のために患者数を効率的

用する点にある。ある特定の病気の患者を多く学

たりしないようにし,患者の利用法を柔軟にすれ

初期レジデントにより広い多様な経験をさせる機

与えることができるであろう。現在の困難を物語

例として,あ るコンサルタントは本委員会に次の

に報告した。「研修計画や外科スタッフが分害1さ れ

るために,一般外科のレジデントは骨盤外科の経

積むことは許されていない。各科は自分の領分を

1深 く守り,領分を犯されないように注意している。」

分を犯すことは必要なのである。後期の専門分化

1立つ基本的な外科レジデント研修は,領分を犯す

を可能にすると考えられる。

専門医認定委員会とレジデント制度監視委員会

が,現在教育上の障害となっているレジデント研

修要項の条文を自由に解釈することによって,病
院が基本的なレジデント研修をいくつかの形態に

分けて実験できるように援助するよう勧告する。

:本的なレシデント研修計画が望ましいことは明ら

:と 思われる。事実,内科や一般外科で適切な基本
:を 受けることで,研修医は自分のサプスペシャル
ーを速く, しかも効ヨ軸勺に学ぶことができるよう .

:る ことは明白である。 しかし,現在のところ,基
]を レジデント研修計画の理想的な期間や数や組織
′かたにっぃて自信を持って予言できる人は誰もい

。`したがって,実験は理にかなっており,わ れわ
た教育病院が多彩な実験を試みてくれることを期待

lス  第3を第 3号  1987年 8月

してい‐
るのである。

レジ デ ン ト研 修 の 期 間

ほとんどの若い医師は,現在インターンや レシデン

ト研修に 4年 またはそれ以上の期間を費や している。

その年限は,今まで次の 3つ の要因によって長 くされ

てきた。つまり,学習すべ き量が増大 したこと,病院

がレシデントを必要 としたこと,そ して,「私の領域は

君のより難 しいからレジデン ト研修はもっと長 くある

べ きだ。 とにか く長いレジデン ト研修はよく見えるし,

威信の増大にもうながる」という態度の 3つ である。

これ らの理由のうち最初のものだけが正当性 を持っ

ている。病院サービスは重要な問題であるが別の問題

である。専門医店の一定の競争意識は立派なことであ

るが, レシデン トはそのつけを払う必要はない。 レジ

デン ト研修の期間を決定する際には,ただ教育的価値

のみが考えられるべ きである。

もしも卒後医学教育からインタニン制度が廃止 され,

医学部卒業後直ちにレジデン ト制度が始まるとしたら,

卒後医学教育の難間を短縮する機会 となるであろう。

すべての専門科で九 1年省略できるかどうかは明らか

でないが,ィ ンターン制度を廃止することは上述の基

本的なレジデン ト研修 を発足 させることとともに,期
間の短縮に大いに役立つであろう。

正規の平均的な期間にどのような変化 を加えること

が可能であり, また望ましいかを確信 を持って述べ る

ことは,現在のところ時期尚早であると思われる。決

定はしばらく延井 してもよい。 というのも,そ れなり

に長所 を持つた代替策があるかいである。

専門医認定委員会が資格試験の適格性に関する

制約を修正するにあたり,イ ンターン制度 を廃止

する埋め合わせ としてレジデン ト制度の期間を延

長 しないように勧告する。 これはレジデン トの研
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修期間についての現在の表現を保持すること, ま

たインターン研修についての記載 をilll除 すること

で達成 しうると考える。

この勧告は,すべての レジデン トが 1年早 く終了す

ることを提案す るのではない。単にインターン研修 と

レジデン ト研修の形式的な必要条件が 1年間短縮 され

ることを提案 しているのである。 レジデン トは能力も

学習速度 も,研究や 自分の専門科固有の領域の勉強の

ために費やす時間の量も異なる。レジデントや指導医

はレジデント研修の期間についての判断を下すことが

できる。公式の必要条件を縮小することが,急にすべ

てのレジデントの研修〕馴間を短縮することにつながる

のではない。より少ない時1場 で首尾よく計画を終了で

きるレジデントに対しては,期間の短縮を認めてもよ

いであろう。現在のところ, まれな例外を除いて,最

も優秀なものも不出来な者 もすべて同じ期間を使つて

いるのである。

米国脳神経外科学会はユニークな方法である実験を

行つてきた。医師国家試験委員会の援助で,将来の脳

神経外科医のための記述試験がレジデント研修の期間

中に与えられている。この試験は後の資格申請時には

重きを置かれない。つまり,こ れは進行過程での試験

であり,その成績は個人と研修計画の長にのみ知らさ

れる。この試験はレジデン トの残 り期間をどうすれば

最 も有意義に使えるか, または期間をもっと延長すべ

きかの指針を与えるためのものである。

このような試験をさらに幅広 く用いること,イ ンター

ン制度を削除すること,基本的なレジデント研修のた

めの機会をうまく利用すること,そ して一一すべての

中で最 も基本的なことであるが一一その中に含まれる

教育的価値を一貫して強調することによつて,午後医

学教育に必要な時間は短縮可能となるのである。そし

て卒後医学教育の指標 として,期間の代わりに完成度

を使うことさえ可能となるであろう。

“
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下 育を提供する病院は,米国医師会が毎年

「認定インターン・レジデント制度目録」に

l必要条件を満たしていなければならない。

書の勧告が採用された場合に,変更された

こ強調されなければならない主な必要条件に

に論 したい。
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加する。

1年 目の医学教育が,明確に区分され

ン制度として今後行われないとすれば,当

として,現在インターン教育のみを提供し,

卜教育を行っていない約 70の病院は教育病院

れることになる。

学教育の初年度からレジデント教育の完

での全期間にわたつて,率後医学教育計画案

される場合のみレジデント制度審査委員会

の計画案を承認するように勧告する。(こ れは

全科にわたる研修を提供しなければ

ないということではない。)

―ンや レジデン トは,患者や上級のスタツフ

から学 と同様に,お互い同士またばより経験を積

デントから学ぶものである。一緒に働くイン

レジデントの数がある最低限の数を越えれば

,あ る一つの専門科での学習の機会は,その

スタッフの数や質だけでなく,病院内の関露

検査室, または他の医学教育のための設備に

後医学教育の計画案は,教育スタツフ,甲1
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に合致 した場合は,正式な認定ば最も直接に関連

する個別の科にではなく,その施設に与えられる

ように勧告する。

この勧告は,レ ジデント教育計画案がそれ自体によっ
・
評価されたり認定されたりすべきではないというこ

を意味する。もちろん,各計画に直接責任を持つ個々
)科の質や設備は考慮されなければならないが,関連
科や検査室にも,病院が計画し実行する教育活動に

,そ して特定の教育計画案が病院全体の教育計画に
・致するかどうかにも,考慮がなされなければならな
。このことは,個別科よりも病院がレジデント教育
画の質に対 して責任を持つことを意味 している。 し
|がつて,認定は病院の個々のレシデント教育計画に
｀
はな〈,専門科のレシデント教育を行う病院に与え
れるべきでぁる。

これらの勧告を受け入れるならば,現在インターン
レジデントの教育を行っている比較的小さな病院は,

後それを続けないということを意味する。いくつか
小病院でのレシデント教育計画には非常に少数の学
しか参加してぃないので,多数の学生のいる病院よ
も効果が上がらないということになりがちである。
後教育を少数の学生にしか与えない病院は,平几な
育を与えるか,高価な犠牲を払って教育病院として
質を保つか,の選択をしなければならないというこ
になりがちでぁる。 もし,すべての費用を考慮する
らは,多 くの小病院はレシデント教育を直ちに止め,

〔鶏こiti「
牲 で如 嗜 を雇〕わ 樹 政鰯 こ

しかしながら,小病院の中にはレシデント教育計画

妻吹 第3巻第3号  1987年 8月

患者 人 口

教育病院は,教育計画を支えるのに適当な種類の病
気を持ったある一定以上の患者数を持たなければなら
ないことはぃうまでもない。 しかし,こ の基本的な必
要条件の他に,ス タッフに対してどのくらいの数やど
んな症例を割 り当てるかという問題がある。

自由にできる入院患者数が減少してきてぃるために,

卒後医学教育か難 しくなっているということは周知の

事実である。保険ゃ前払い制度を利用して入院する患
者は,指導医や上級スタッフの個人的な患者であるこ
とが多い。 もし患者がレジデントに当てがわれないな
らば,教育計画量支障をきたすことになる。病院はこ
の問題に対処するためにさまざまな調整を試みている。
例えば,個々の織員ではなくあるサニビス全体として
割 り当てられた患者を利用すること,病院や大学職員
の家族の成員をFJ用すること,医療サービスを特定の

地域住民すべて こ提供すること,個人的な患者に「私
の助手のショーンズ先生が責任 を持ちますよ……」と
いうふうに説明すること,あ るいは, 自由にできる入

院患者の不足を理め合せる他の方法などを試みている。

私達は教育病院がこの問題に率直に直面 し,将来の

患者にレシデント教育について知らせるように働きか

けたいと考えて1ヽ る。教育病院で提供される医療サー

ビスが他のとこうで得られるサービスょり悪 くないこ

と,そ れどころρヽ,む しろレジデントは医療の質の向

上に積極的に寄手していることを患者は理解すべきで

ある。レジデン はヽ有能である。彼らは高度な能力を

持つ指導医にいつも接触している。指導医は若い医師
に責任を持たせることに熱心であり,必要なときには

いつでも若い医師の問題解決に力を貸す。病院の教育

目標の達成には,教育スタッフが教育目的のために利

用される患者に対 し最良の医療 とサービスを提供する

ことを必要 とする。

―
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患者数が適切な場合で も,症 frllを 個々のレジデン ト

に受け持たせ るときに問題が生 じて くる。 レジデン ト

教育をシステム化 し, レジデン トを特別の科へ割 り当

てることによって, 1人 のレジデン トは十分な数の症

伊lを 診ることができるが,適切な種類の患者を診るこ

とができないといった不満が起きて くることがある。

もし,すべての婦人科の症伊|が一つの科に行き,大腸

や直腸の症例は他の科へ行き,そ してそれらの症例が

一般外科へは行かないとしたら,外科レジデントはよ

り幅広い症例に恵まれた場合に比べて十分な訓練は受

けられないことになる。

これ
',の

|1尋 題の解決のためには,教育病院に人院す

るすべての患者が教育 [1的のために利用できることが

必要となる。
`             ・

支払い患者と自由にできる患者の伝統的な違いは,

一方は料金を支払い,他方は支払わないということで

あった。現在は,保険や前払い制や政府保険の下に来

院する患者が増えてきたので,こ の区別はなくなりつ

つある。医学的には,料金を全額支払う患者 も,増 え

つつある保険患者 も,減少しつつある慈善患者 も区別

できないし,医学教育の見地からも区別があってはな

らない。患者の支払い手段が何であろうとも,教育病

院で治療の特典を得たいと願う患者は,医師は訓練さ

れなければならないこと, また医師の訓練のための機

会を提供することに社会は責任があることを知ってい

る。実地医家もまた。無料患者がいなくなることに適

応 しなければならないし,将来の医師の教育には支払

い患者を利用することが今や必要であることを認識 し

なければならない。

教 育 す る医師

現在の制度に対する批判として,すべての医学教育

一一卒前 も卒後 も一―は大学またはその監督の下にお

862  (7θ )

かれた教 彗的環境下で行われるべ きだという主張がな

されてきt。 この議論は広 まるとは思えないが,すべ

ての教育病院は大学 との関係のいかんにかかわらず,

この主張 こ対 してある程度耳を傾けるべきであろう。

インターン制度 とレジデン ト制度は単に年季奉公の期

間ではなく, また,下級段階の医療実践の場でもない。

それは,嶺雑で難 しい職業に就 くための卒後教育の期

FHlなのである。この卒後教育に責任 を持つ医師を選ぶ

目安は,本質的には他の領域における教授陣を選ぶ目

安と同じであるべ きである。つまり,学問的に完成し

ていること,十分な経験を持つていること,教育能力

があること,そ の領城への11造的な貢献 をしているこ

と,そ して教育のために時間と労力を喜んでつぎ込め

るほど十分な関心を持っていることが必要である。こ

れらの特性のすべてが容易に評価できるわけではない

し,こ れらの相対的重要性については多くの議論があ

る。どんな教育で も,優れた教授陣を選ぶのに適した

簡単なやり方などはない。けれども上述の目安=一我々

として性最良の目安である一一 は用いられるべきであ

り,かつ,教員としての医師を選ぶ際には,教育目標

をはっきりと肝に銘 してお く必要がある。技術上の能

力は,当然医師に高い評価 と忙 しい診療 を与えること

になる。 しかし,そ れだけでは勤務医を教育するのに

ふさわしい人だということにはならない。実際の診療

と教育とは同じではないのである。

第8章 1大学の役割

誤解を避けるために,事後教育を現在 も近い将来も

ITlを言:曇榎|:詈 ilili]曇魚:::18言 i

は,必要な病院与―ビスのすべでを提供できるけれど

も,すべての卒後教育を提供するのに名、さわしいとこ

ろではない。大学病院はレジデント教育に必要な広さ
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も設備も持っていないし, また必要とされる患者数 も,

往々 にしてその多様性 も持ってぃない。多くの大学病
院のスタッフは,次世代の実地医家の教師として持つ
くき興味と経験が不足 してぃる。大学に属さない教育
商院が常に必要であることを認識しておくことが必要
である。 しかし,本章では一一本報告書の他の部分 と
ま異なリーー卒後教育に対する大学および大学医療セ
/タ ーの特別な役割を取 り上げる。

星療における変貌

医学知識の進歩には,個々の特異的な問題の解決に
を立つ利点がある。それらを蓄積 してぃくことにより,

:学の知識水準 をより高め,診療の新 しいモデルをつ
り上げるといったょり大きな利点が生 してくる。
診療は主に症僕学的であった。 したがって,医学教

:は まず第一に経験的であり,大半が対症療法を学ぶ
とから成 り立ってぃたのである。
いまゃ, ぃくっかの病気の機序は,解明されている
,体の失調状態を望ましい方向にコントロールした
変更したりすることも可能である。症候の知識から
r‐T~の知識へと発達 したことで,直接,医療は大変換
とげたし,医学教育におぃても生物学や生化学,臓
や組織の正常機能や病理的機能に大きな力

`点
が置か

るょぅになった。
機序の理解から原因の理解という,次の大きな進歩
まだ途上にあり,完成からほど遠い状態である。我々
しばしば機序を原因であるかのように語ってきた。
た,単純で唯―の原因によって起こる病気,た とぇ
同定可能な病因が体内に侵入するような病気につい
は,本来の原因は究明されコントロール可能となっし`る1)。

しかし,未知の,そ して恐 らくは多 くの要因が原因
Tつ ている病気がある。細胞 レベルの成長や分化 に
ミ医 第3巻第3号  1987年 8月

おける多〈の障害, リウマチ性疾患, また精神医学的
疾患がその例である。症候を述べることはできても,

症候学的治療は不十分である。過程でのいくっかの障
害はわかってぃても,そ の原因がわからないためコン
トロールできなぃのである。コントロールと治療と予
防のために,基礎にある原因,その相互作用およびそ
のさまざまな症状の理解が待たれている。

上述のような複雑で根本的な病因のすべてが,ぁ る
学問領域の研究で見出されるとは限らない。要因のい
くつかは基本的に生物学的なので,その研究には生物
学の非常に多くの領域を含めなければならない。化学
や物里学も必要でぁる。 しかしまた,人間の性格,習
慣,感情,家族や社会や他人との相互関係を探究する
ような心理学,社会学やその他の領域のものも含まれ
なければならない。さらにまた,地llE学,気象学や人
間が成長し生活す る場の環境の側面を扱う研究領域 も
なければならな′ヽ。このような複雑な状況の中で,多
くの病気は単一の原因で起こってぃるのではない。化
学的・生物学的・心理学的 。社会学的・環境的変化,

あるいは発育上の変化の一っの現われとして, または,

これらの複合さ■たものとして起こってくるのである。
そのような多 (の変動する問題を十分に探究するに

は,医学は大学の他の学部と力を合わせなければなら
なぃ。とぃぅのは, どんな病院や医学部でも関連する
すべてを研究するのに必要な経験や関心や能力を持ち
合わせてぃないからである。大学の他の学部と協力す
れば,病気の相互に関連する多くの原因を十分に理解
することが可能となり,ま た,予防 。治療や回復の技
術を発達させることができるようになるであろう。
病院は,研究面でも患者ケアの面でも, コンピュー

タを利用したり,基礎に数学,論理学, また電子工学
を利用 し始めており,そ のお陰で発達をとげている。
医学研究や診療をするためには,かっては医学部や病
院の領域でなかった学問に依存しなければならなくなっ
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た。

もし,十分な人材がいて予算にも余裕があれば,他

の領域からの研究者や技師に病院を援助させることが

できるであろう。 しかしこのような状況はないし, よ

しんばあっても,そ の解決法は対等に協力し合うや り

かた以上に効果は上がらないであろう。なぜなら,´大

学では一一病院における縦の関係以上に一一研究のリー

ダーとして新しいアイデアを常に出し,最高の学生を

教育しなければならないからである。

開拓者および教師としての大学

大学医療センターは,学問上の標準と知的環境を提

供してきた。これにより医学および医学教育に格段の

進歩をもたらした。大規模な研究センターとなりつつ

ある大学と教育病院は, リーダーとして医学教育と医

療の改善に努め続けるであろう。これらの病院が他の

教育病院を援助するには3つ の主要な方法がある。

一つの確立 した方法は,新 しい教師たちへの教育で

ある。大学医療センターのレジデントや研究員の仕事

は魅力的なので,有能な若い医師を引きつけ,そ れら

の若い医師は後に他の病院に移っても教育と研究に多

くの時間を費やすようになる。

二番目の確立 した方法は,大学医療センターからの

新 しい知識を流れ込ませることである。研究業績は普

通出版されるが,医療センターでは研究の出版ばかり

でなく,そ の研究により医療技術がよリー層発展 し,

有能な医師ならそれを臨床でテス トし, また,技術を

完成させることができるところまでもってぃかなけれ

ばならない。大学医療センターには,医学知識とアー

トや技術を活用し結びつける人がいなければならない。

それは,理論外科医,生化学の教授にもなれるほどの

臨床教授,PhDの 称号をもつ医師,研究員,あ るい

は,基礎科学者としての見識をもつ医師である。大学

鋒    (78)

医療センター内には,豊かな臨床経験や知的資源を利

用して医学のア,卜 と科学を結びつけ,新 しい知識を

新しい技術に変えることができる人がいるので,そ れ

を試した後に他の教育病院や臨床医にも容易に伝授で

きるのである。

他の教育病院に対して大学医療センターが三番目に

寄与する点は,最初の 2つ とは違つてT宮立 したものと

いうより,主 として未来に可能性を与えることである。

教育上の最近の発展の中で最も価値あるものの一つ

は,他の教師が広 く利用できるように,学者や教育者

か集団で努力して,改善された新教材を提供しようと

したことである。この運動は,数学の初等教育から大

学までの教育課程が,半世紀の間ほとんど変わらなかう

たことに対して数人の数学者が起こした反乱として始

まった。それまで数学は変化 してきたし,技師,科学

者,社会科学者やその他の人々による数学の必要性も

変化してきた。 しかし,相変わらず古い諷程が教えら

′.て いたし,新刊の教科書で も既刊の教科書との区

'1
が難 しいくらいである。私的財団や国立科学財団の補

陶金を受けて,数学者や数学教師のグループが高校レ

ベルでの数学教育を徹底的に刷新することに着手した。

なの結果,名 前と同様に新しい考えと内容をもつ教科

書ができたり, また,教師や学生用の副読本,映画や

々の他の教材ができて,多 くの学校で利用されたので

ある。

新しい数学課程の開発家たちは,普通の教師が,良

二
l夕EI借「翁言i[轡 i、 ものであり,数学者がこ

J 」 F P  VO1 3 n。
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とを運ぶ前に,物理学に広がり,それから化学,生物
学に, また後には地学,地理学,英語学やその他の領
域にまで広がった。この考えは下は初等教育から上は
大学教育まで, また諸外国にまで広がったのである。
同じ考えを卒後医学教育に応用すればどうだろうか。

今までに新 しい水準や新 しい領域
!こ
拡大するときには,

ゼロから実際の教材を生み出すことが必要であった。
ある主題に関する専門家と教材に関する専門家とが緊
密に協力し合うことのみが基本的に同じでぁった。材
料を選択 し,組織化 してそれを表現する方法,そ して
他の細かぃ部分までのすべてが,それぞれの新 しい主
題や関係する陛代グループに合わせてぁっらえなけれ
ばならなかった。

「
|し ことが卒後教育にもいえるので

ある。多くの仕 1卜が必要になるし,費用も数百万 ドル
に上るであろう。 しかし,こ の考えは試みる価値があ
るのである。

大学の医療センターが,他の領域で新 しい教材のい
くつかをつくり上げた経験をもつ教員の支援を受ける
ようにすれば,医学教育法や教材の改善をし始める中
心的存在となり得る。それらの仕事が成功すれば,そ
の成果は卒後の医学教育プログラムを改善したぃと望
む病院に提供することができる。
個々の病院によって状況やレジデン トが異なり, ま

た,現行の同じ分野で行われている多くの努力は高価
で時間のかかるものなので,新 しい考えゃ教材を発展
させ,試行 し,修正するためには,大学医療センター
と他の教育病院が協力することが理に適っていると考
そられる。

大学医療センターと他の教育病院のスタッフが
協力して卒後医学教育の諸問題を研究するための
組織づ くりを行えるかどぅかを検討 し, もしそれ
が可能ならば,卒後医学教育に広 く活用できるよ
うな教材や教育技術を改良 し発展させるために協
力するように勧告する。

(ミ眠 第3巻第3写  1987年 8月

病 院 の ネ ッ トヮー ク

ー部には議会活動の結果 として, または,医療に対
する考え方や慣習の変化によって,病院はネットヮー
クとして統合され緊密に組織されていくでぁろう。大
学医療センターは,そのようなネットヮークの核 とな
るものである,他には,大学医療センターの関連病院
(定義として医学生が臨床実習を行ったリー定の教育を
受ける病院である)や教育病院,あ るいはそれ以外の病
院が含まれるであろう。このようなネットヮークによっ
て病院は患者の治療ゃ医学教育の改善をめざして協力
し交流 してゅ 〈であろう。

これらのネ ットヮークの規模や性質,お よびそのネッ
トワークをlllFf成 する病院間の関係はさまざまに変化す
るであろう。個々の調整がどのようなものであれ,病
院サービスのため, コンサルテーションのため,一っ
の病院で買うには高すぎる設備,伊lぇ ば,膨大な量の
詳細な情報を書えてぃて,そ の情報をいつでもどこで
も必要なときに提供できるような大容量高速度 コン
ピユータを共同購入するため, またさまざまなレジデ
ント教育のたダ,に ,大学医療センターとf也の教育病院
および非教育病院は緊密に結びついてぃなければなら
ないとぃぅ論理が成 り立つのである。このようなグルー
プ診療に似た病院のグループ化は,病院と患者に利益
をもたらすのてある。

ヘ ル ス・ ヶ ァ

病気を治すだけのサービスに飽きたらない多くの医
師は,よ り内容がありもっと長い道程の健康サービス
ヘの夢を抱いている。彼らの目標は,病気を予防する
こと,患者を至1達 しぅる最高の健康水準に維持するこ
とである。衛生 予防接種,公衆衛生活動,栄養指導,

健康増進計画などがすべてこの方向への試みなのであ

(79) `θ 5
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る9し かし,、 その他のステップ も踏まなければならな

い 。

症状の治療からいくつかの病気の機序の理解や病気

のコントロールまで進んでいく過程のなかで,医学は

生物学や化学と結びつくことで漫1り しれない利益を得

た。実際,医学は“我々を助けるのに何ができるか"と …

いう間をこれれらの学問に発して,非常に効果的な答

を得たのである。

ヘルス・ケアの満足のいく組織が発展するためには,

医学は他の学問に向かって“我々を助けるために阿がで

きるか"と
1間 わなければならないだろう。人々を可能な

かざり健康に尉は,す るためには,農業,栄養ll,工学 ,

建築学,環境化学,社会学,心理学,教育,そ して,

おそらくは
｀
その他の学問とも協調が必要になってくる

であろう。何が必要かを正確に予言することは誰にも

できない。なぜなら,い くつかの問題がまだ公式化さ

れていないからである。 しかし,人 々の健康を維持す

るためには,彼 らを病気にさせるすべての要素につい

て考慮しなければならない。

学際的な性格をもった研究が今後なされるようにな

るであろう。健康上・医学上の問題に対して,他の学

問からのみ解答が出されることもあるであろう。単純

だがしばしば見逃されるlJllと して,患者が医師のオ旨示

を全 く違った意味に解釈することがある。医師は, 自

分と患者が習慣,性質,価値観,そ して普段使ってい

るような言葉の意味さえも, どのように異なっている

かよくわかっていないことがある。ラベルの解釈につ

いての最近の研究で,対象の人々のうちのかなりの数

が,“解毒剤"と いう表示を使用前に調合剤 と混ぜるも

のだと取 り違えていたという驚くべき事実が明らかに

なっている。この場合には,医学と英語学の協力が実

りあるものになるであろう。

大学は,ヘルス 。ケアの幅広い計画の概念化やその

技術をつ くり上げていくうえで,必要となるあらゆる

366  (80)

知識ハを見出すことのできる唯一の機関である。

やがては,今は医学とは関係が少ないような分野の

ものが医学教育の標準的なものとしてかかわってくる

であらう。医学が他の領域から有効に学びうるものは

何かを見出したり,い我々のために何ができるか"と ぃ

う間に対 して有効な答を見出したりしている間に,大

学はその地理的な近さと伝統によって,協力し合い
,

有効なヘルス・ケア・プログラムをつくり出す機会を

得るだろう。

他領域へのかかわり

科堂およびアー トとしての医学は大学の他の部門と

の密接な協力により恩恵を受けるが,そ の利益は一方

向だけではない。現実の問題に触れることによって,

教育と基礎研究に生気が生まれ,その意義が明らかと

なってくる。純粋の生物学は,医学や農業のために行

われた仕事から利益を得てきた。物理学は工学から恩

恵を得てきた。言語学の研究は,言語教育法の改良を

するという軍事上の必要性のお陰で進歩してきた。

医畳と他の学問の相互作用は,知識や技術の特殊な

かかわりあいの交流にとどまらない。 ものの見かたや

分析,思考の方法 も交流されるし, ときにはその過程

で枠 :)広げられ改善される。 コミュ■ケーシヨン理論1

ホメアスターシスの概念,ジ ークムント・フロイトの

思想,厳密な実験計画の方法 という4つの全〈異なつ

た例を引用 してみても,一つの領域の考え方が他の領

域にいかに深くi曼透 し, またそれを刺iltし ているかが

わか′う。

犬岡がつくうてきたすべての施設の中で,大学|ま知

的な交流を継続的に促進させるところである。ベンン

ルバニア大学の事務総長であるデビッド・ゴダ~ド は

第61回 医学教育年次総会で“大学はその一部にりつば

な医学部を有する場合,一層活気のある知的な場所と

JJF P V01・
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なる"と 述べてぃる。医学部が大きな大学の中に含まれ
るときに,一層活気のある知的な場所になることもま
た真実である。

国家の 目的

科学,技術,産業組織,管理技術が進歩し,裕福に
なったので,米国が主な国家目標を設定し,そ れに向
かって努力を集中すれば,成功することが期待できる
ようなところまできた。平和なときの最 も大きくlixも

高価な例は,人 1用 を月に送 り安全に地球に帰還させる
という日標でぁる。癌の化学療法プログラムと,ポス
トンからワシントンまでの人口密集1也域の高速地_L愉
送計画は, また別な莫大の金のかかる国家計画の例で
ある。これらの計画の構想についてときおり論争が起
こつた。擁護する人もいれば批11す る人もいる。将来
の国家計画 も論議されるであろう。 しかし,人間はぃ
つも探究する生物である。人間は自分が可能と思うも
のならなんでも試みる。そして,豊かで,ェ業化 して,

技術的にも本1学的にも能力を持つ米国に生きる人間は,

世界を自分の望むように変えることができると考え始めてぃる。っまり,海洋や海底の資源を開発したり,天候に実質的な変化を加えたり, ょり生産的な世界食
料組織を計画 したち,人 口増加をコントロールしたり,ヘルス .ヶ ァの改良された制度を発展させたり,人間

常的に治療し,置換し,

り,空気,水,土地の汚

都会から害虫を除去 した

学的手段をもって遺伝子

たりといったことを考え

[し

る`。これらの期待のいくっかはぁまりに楽観的す

i[:li[[il:言
il』[[:il:ili〔

でミ|ス 第3巻第3号  1987 fF 8月

の方法が■ぃかどうか,予想される結果,相互作用,

そして危R性や副作用についても検討することが必要
である。■の後,こ れらの点ついて経済的 。ェ学的・
社会的,キ して政治的側面から詳細に検討しなければ
ならない。

これらの大問題のいずれもそれだけでは医学上の間
題ではなし̀が,多 くは医学的側面をもってぃる。医学
的思考は答与じ得るし,こ れらの問題に関する決定は
医学的思考ゃその診療にかかゎりをもってぃる。

これらに1場題のいずれも,単に工学的問題であった
り,科学lt。 経済的出1題でぁったりはしない。すべて
多くの学問か らのかかゎりあいを必要とする。研究,

システム解折,可能性のrJF究,さ らに社会的。経済的。
法律的,そ して倫lll的佃1面からの結果を予測1す るため
には学際的な仕 1ド が必要であり,_そ れらは行政機関に
おいてなさ宅る。おそらくこの仕事は,その目的のた
めに特男1に 設けられた機関で行われるだろう。また,

多分,大学がその責任を負わされるであろう。主な責
任がどこにあろうとも,大学や産業や政府が大きく関
与することになる。

このように広範で学際的性格をもった計画的研究は,

伝続的な大量にとってはなしみのないものである。ぁ
る意味では,こ れらの研究は, 自分で選んだ目標に向
かつて, 自分で選んだ問題に取り組んでいる学者集団
の考えとは直接対立するものである。しかし,それら
が将来の大学にとってなじみのないものとしてすませ
るわけにはしかない。なぜなら,大学はそれに必要な
知的資源をもってぉり,大学は次世代の学者たちがそ
のような大盾題に対して効果的な仕事ができるように
教育するところだからである。大学がそのような大問
題に取 り組み,その能力の一部を傾けることになれば,

電子工学の専潤家とともに働 く医師たち,経済学者と
ともに働 く工学者たち,法律家とともに働 く社会学者
たち, とぃった具合に,こ れまでの学問領域を2つ以

(∂r) θδγ
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上合わせたグループをつ くることによづて共同じ
・
て働

く人々が多くなるであろう。また, さまざまな組織上

の工夫が用いられるであろう。つまり,学問領域では

なく一つの問題に対して研究所を組織 したり,各学部

間のセミナーや委員会を開いたり, 2つ もしくはそれ

以上の学部に同時に研究者を関係させたり,そ して他

のまだ考えられていない工夫をすることなどである。

大学内なので距離が近いし,知的協力をするという

慣習をつくれば,すべての関連学科や関連 した専門職

と医学とが有効に結びつき発展することになるであろ

う。密接な結びつきができると,有効な協力関係がで

きあがり,金のかかる不幸な過ちを防ぐことにもなる

と考えられる。
`

大学医療セ ンターと卒後医学教育

大学の医学教育に対するかかわりを,本章および前

の章で議論 してきた。大学医療センターは,第 5章で

述べたように包括的で継続的な医療を教える施設をつ

くったり, また,第 6章で述べたようにレジデント研

修に対する責任体制を整え,基本的な研修の新 しいプ

ログラムを始めたりするパイオニアでなければならな

い。そうすれば,大学病院は他の病院のモデルとなり

得るのである。本章の前半で示したように,研修プロ

グラムや教育の概念,あ るいは開発された技術や教材

を伝授することで,他の病院を援助することが可能で

ある。

混沌とした将来を考えるにつけても,他の領域との

緊密な結びつきは必要であり,急 を要するものである。

医学でも他の領域でも知識は増え続けていくであろう。

知識がさらに増えればよリー層専門分化することにな

り,そ れが一層の細分化につながり,専門家への依存

度を大きくする結果になる。細分化と相互の依存性が

増大すると,さ まざまな専門家間の協力と交流のため

S68 (82)

の新たな手段を確立することが必要になってく_る 。そ

のためには,適切な医学部教職員,病院職員,物理学

部,ま た大学教職員の必要な最低限の定員数を増やさ

なければならなくなる。

_ 優れた設備が増えるにつれて費用が増 し,そ して,

ケア向上を目指せばそれにつれてより大きなグループ

化をもたらすことになる。小数で使うには高価すぎる

ような設備でも,多数の人々には経済的になり得る。

小さな病院にとっては不適切なコンピュータ情報シス

テムが, より大きな病院では多大の効果を生じ得るの

である。iti度 に劇「1化 した設夕Iは 非常にI常i価 なもので

あり, また,め ったに必要とはされないので,地域単

位で利用Tる ようにしたほうがよい。

このよ|な傾向は,将来さらに強まりより顕著とな

るであろ二
。つまり,地域において病院のグループ化

が進み,医療センターと大学の他の部門とが協力し,

さらに大学医療センターがネットワークの中`し
とヽなつ

て,多 くの学問領域の資源,多 くの専門家,多様な情

報や多 くの専門的なサービスなどを提供 し,セ ンタ~

内の患者おネットワークの他の病院の患者に利益をも

たらすといった具合になるであろう。この傾向は今後

も続 くであろう。というのは,知識が増えるにつれて,

その専門イ
`と

細分化がもたらされるが,そ れに伴つて
'

より高いレベルで組織化が進み,その組織の中で多領

域にわたら専門家が協同で仕事をするといつたことが

できやす `|な るからである。

今後に課せられる問題は幅の広いものであり,大学

と卒後医堂教育の間の関係は現在よりも一層緊密にな

ることがバ可欠である。病気の経過とその性状を左右

する多様な原因とその相互関係は,現在のところ理解

が不十分であるが,将来においては,知識がさらに進

歩してよ )深 く理解されるようになるであろうo医療

を【「貧「I;I檀豪I「ζ'ま

[[1看曇
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間の間の結びつきが深 くなり,大きな計画を遂行する

にめに協力し合うようになれば,そのためにますます

医学教育と大学の間の密接な結びつきが必要となる。

そしてこのように密接に結びつくためには大学が変化

し適応しなければならず,そ うすることによって大学

はヘルス・ケアの改善に十分に寄与することができる

ようになるであろう。

史学や物Jl学 などの学会に加入する際には,そ れぞ

れの学会で独自に定めた,θ F究業績の学術性などが問

われる資格審査に合格しなければな島ない。こうした

審査には,部外者の意見や法的規制が介入することは

不要とされている。

しかし,実際の職業に従事する場合には事情は全 く

異なる。特に人々の健康や財産や福祉に直接影響を及
ぼすような,法律や医療などの職種では,その業務内
容に対して一定の規準を設定 し制限を加えることが必
要となる。

この糧準は,通常は各職種の専門家によって設定さ
れ,こ

年により受益者側が保護されると同時に,そ の
職種に従事 している人達自身もいろいろな意味で保護
されるとぃぅ利点がある。 また各llt種に対する制限 と
しては,基本的にはその職種に就 く際に政府機関がそ
の人の適否を審査 し,認可や免許を与える形でなされ
ている。

制〔l[15霞畠[II:L:5〔賃:「

準の設定と

かiI言百1こ

医学部への入学は,医学部の管理下 にお

][Iii:][:阜:i::]li]lilil[
・
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威を持っている。

―ン市1度の認可に関しては,米国医師

会がインターン制度審査委員会の協力

任 を負っている。

デン ト制度の認可は各専門分野毎のレ

委員会によってなされているが,こ
学教育部会やそれぞれの専門医委員会 ,

門領域に応 した大学や学会によって設

ンターン市1度や レジデン ト制度での研

|,個々の病院の当該部門や担当者の自

れている。

の認定は,個 々の専門分野の試験委員

試験によってなされる。

,医師が医療行為をしたり病院設備を

際の許可は,おのおのの病院の経営者

されている。この決定に際しては,そ
認定試験の成績が考慮されることがし

種々の認可や採用に際 しての責任の所

病院,州 ,米国医師会,専門医委員会 ,

定 していない。個々の制度は,おのお

時期のそれぞれ特殊な事情に応 じて創

当時はそれぞれ理にかなったものだっ

込み入った状況になるとは誰も予測で

である。

度が,そ れなりに発展 してきたために,

しきれなくなってきてぃるのでぁる。

る批判が強 まっているの も,こ の よ

たずらに複雑で改革 しにくくなってい

る。こうした状況で,すべての制度を

ものに改革 してしまうことは不可能で

,い くつかの大幅な改革を行うことは

然 として強し

また,ィ ン

会の医学教育

のもとにその

さらに, レ

シデント制度

の委員会は,

ときには当該

置されている

そして,各

修採用の決定

由裁11に委ね

専門医とし

会による専

個々の病院

使用 したりす

らによって決

の医師の専

ばしばある。

このように,

在は,医学部 ,

関連学会と,

のが設定され

られたもので,

たが,こ れほ

きなかったよ

それぞれの

逆に変化に対

医療の現状に

う |こ , 市1月五がし

るため と思わ

まったく新しし

あるが, しか

可能 と思われ

第9章 1年後医学教育の監督
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ところが,各専門領域でのインターン市1度やレジデ

ント制度の研修内容や認定規準の決定は,いずれも各

専門領域での高名な,ほんの一握 りの医師たちによっ

てなされているので,こ のような状況ではそれらの内

容は指導者自身が訓練を受けた時代と,方法や規準 も,

良いところも悪いところも同じになりがちで,改革を

実行するどころか, ときにはそれを思いつくことさえ

困Litである。市1度の複雑さに加えて,こ のような縦害1

りの状況が進むと,改革は一層困難となる。最新の知

見が絶え間なく流入 してくるような分野でありながら,

それに応 した改革がなされなくなってしまっているの

である。  
´

全体の構造がこれほど複雑なのに,実際にはなんと

か成り立っているのは,医学教育部会と多くの医学教

育者が努力しているためであり, また,担当者の個々

の役戦が重複 していたり,t務 があるために,形式上の

見ためよりも実際はずっとうまく協調がとれているの

である。例えば,医科大学の教員がしばしばインター

ン制度およびレジデント市1度審査委員であつたり,専

門医認定委員であったりするし,教員の中の何人かは

インターン市1度やレジデント市1度がおかれている関連

病院の医師であったりするのである。教育や専門医の

認定に熱心な部門では,特にこうした非公式のネット

ワークが大きな協調効果をもたらしているようである。

継続的な再審査の必要性

医学の発達の速度が増 してきたために,事業後にも

継続的な再審査を行つた り,卒後教育の向上に努めね

ばならない時代 となった。

継続的な再審査がなされるためには,そ れに関する

指導力を持ち,責任 を負う資質と権威を兼ね備えた機

関がなければならない。医学教育部合はこの機関にか

なり近い性格の ものだが,現在は他の多くの機関に も

Sη (α )

責任が分散 しているので,そ れぞれが部分的にしか責

任を負っていない状況である。これらの諸機関は卒後

医学教育の改善に多大な努力をはらってきたし,その

一部は成果を上げてはいるが,十分な効果を上げるに

は全体があまりに細分化 しすぎている。だから,医学

教育部合よりももっと強大な権威をもち,卒後教育全

般に深 :ヽ 関心を持ち,今 よりも高い次元での統合を行

う能力のある中央組織が必要なのである。

この 1う な中央組織が必要であることを主張すると,

現在の率後医学教育に関与 している機関や組織の自主

性を脅かすものと受け収 られるであろうが,事実,よ

り効果的で柔軟なスユ繊にするためには,現在ある数多

くの機関の自主性を弱めなければならないのである。

合衆国ではこのようなス1織 をつ くる際には,当事者

が率先 ″てその設立の任にあたるのが通例 となつてい

るが, この中央組織 も,当事者である医療職者の自主

的な行動によってつくられるべきあろう。この組織を

通して 審査機能を発揮 し,関連各方面との関係調整

を行い 教育計画の改革などを行うのは,政府ではな

く専門家である医療職者であるべきである。

しかし,医学界は非常に形式主義的な世界なので,

新しい咀織をつくるには医療職者の自主的な行動だけ

ではなく,高度な政治力や社会的合意 も必要となるこ

とも事実である。この新 しい組織は特殊な部門や専門

領域にとらわれることなく,医学全体に関与するもの

でなけオtば ならないわけであるから, この組織が自由

に活動で きるようにするためには,確固とした独立佳

が必要であり, またその改革が効果を上げるためには,

この組織に強大な権威が必要となるであろう。米国区

師合の医学教育部会は,既存の他の機関に比べてこつ

した条件をかなり満たしているのだが,医学教育部全

が現在行つている業務をさらに拡充させることには間

題

:::lli]F衡禽L体に教育の内容を決定する/11自
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の権限を与えることは,病院が教育を主目的とする機
関ではないことから,不適当と思われる。

大学や医学部は,以前とは異なり,現在ではこのよ
うな責任を負うことを避けており,改革に備える様子
もなく,こ うした新たな制度に大学が権威を持たせょ
うとする動きもほとんどみられないままである。
コッジェシャール報告書によれば,こ の目的に適う

機関として米国医学校協会が上げられている。米国医
学校協会が卒後医学教育にまで関与してくることには
多くの利点があるであろうが, しかしこの協会だけに
単独で責任を負わせても他の請団体がそれを受け入れ
るかどうか,逆にこれらの団体の関心を損なうのでは
ないかとぃぅ懸念 もある。

また,専門医委員会や医学会は会員や活動の内容を
限定してぃるので,事後医学教育全体に関与する機関
としては不適切である。

要するに,現在のいかなる機関も十分にふさゎしぃ
ものとは思えないのである。

したがつて,卒後医学教育の規準と卒後医学教
育機関の審査・設定方法を立案 。調整 し,定期的
に審理する目的で,新たに卒後医学教育委員会を
創設するように提案する。

. この卒後医学教育委員会をつくるにあたり,委員会

I 
の構成,委員の資格,委員の選出方法の 3点がまず間

1 電となる。

| この委員会を有効に機能させるには,委員の人数を

1 10人
,任期を5年間とし,毎年 2人が入れ替わる程度

われる。また,委員の新旧

発想を導入するためには,

年間は再選されないように

る。最初に任命された委員

短い任期で任命されること

途中で死亡したり引退した

際には,短ぃ任期だった委

1

員が直ちに再選されても構わない。

委員を選出するに際しては,医学教育や医療での経
験が豊富を人が選ばれるべきであろう。また,おそら
く委員の大半を医師が占めることになると思われるが,

医学の基礎となる種々の科学分野からの参加も必要で
あろうし, また,何人かの委員は医学とは無関係な分
野から選はれるべきであろう。考えてみると,医学と
は公共的性質を有する職種であり,高等教育を必要 と
し, また,慈善活動や公的基金にも依存 しているなど,

さまざまな形で一般社会と連携しているゎけであるか
ら,卒後医学教育の諸問題を,医学のみにとらわれな
い, より高い視点から考えることのできる,医学以外
の分野からの委員を何人か採用することは,非常に有
益かつ必要 であると思われる。

この委員会がその英知 と指導性を自由に発揮するた
めには,医学教育や関連諸科学や高等教育や行政など
に優れた能 句と業績 を有する人材を,他の利害ににと
らわれずに,その人の実績のみに基づいて、委員に選
出する必要がある。そして,委員のうち 2人以上は,

医学やそれに直接関連 した基礎科学以外の分野から選
ばれるべ きでぁる。

そこで,委員をどのようにして選出するかが問題 と
なる。各専同医委員会,各種の病院団体などの各種の

医学団体は=の数が多すぎて,そ れぞれから代表を選
ぶことは,こ の委員会の規模では不可能である。また,

こうした人数枠の問題がなかったとしても,選出の際
に数多 くの団体に責任を分割することは基本的に誤っ
ている。委拝会 とは個々の利害の連合であってはなら
ず,委員は不1害 団体の代弁者であるとみなされた り,

あるいは自らをそのように考えてはならないのである。
ここで提案 しているのは,各団体の連合 としての委員
会ではなく,午後医学教育の改革に全力を注 ぐことの

できる,機能的かつ公正な,いかなる特殊利害からも
独立 した委員会 なのである。
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この委員会の委員の選出を行うのは,医学教育部会

が最適であると思われる。

その理由 としては,医学教育部会が他のいかなる医

療組織 よりも卒後医学教育問題に精通しており, また

今までにも医学教育の改革に貢献 してきた多くの実績

を有していることなどがあげられる。

ただ し,医学教育部会は,委員を選出する機関とな

るべきではあるが,実際の委員の任命に際しては,広

く人材を募 り, また会の構成を均衡のとれたものとす

るために,他の組織の援助が必要であると思われる。

その組織 として米国医学校協会を推薦する。米国医

学校協会は数多くの医学団体の中でも特色ある役害1を

果たしており,特に医学教育に強い関心をもつている

団体である:こ の協会は今までは年後医学教育にでは

なく年前教育に1周 心をといできたが,医学教育におい

てはキT打 と年後は一連のものであり,互いにもつと密

接な1翅連をもたせねばならないと思われる。これらを

考え合せた結果,米国医学校協会にあらかじめ 6人以

上の推薦名簿を提出してもらい,その中から3人を医

学教育部会が選出し,任命する方式を提案 したい。

さて,医学界以外の分野からの委員の選出について

は,医学界以外の社会を代表する組織となると連邦政

府以外には少ないが, しかし政府が委員を推薦するの

はもちろん適当ではない。

そんななかで,国立科学協会は公共の福祉に大きく

寄与 しており, またこの組織が行つてきた科学的研客

とその応用には非常に優れた伝続があり,委員を推薦

するにふさわしい組織であると思われる。具体的には,

国立科学協会が提出した4人以上の名簿の中から,医

学教育部会が 2人を任命するのが適当であろう。

これら医学教育部会,米国医学校協会,国立科学協

会の3団体以外の団体にも,委員の選出に関与する機

会が与えられるべきであり,こ の 3団体は他の団体か

らも委員の推薦を受け,そ れについて十分検討するこ

,″ (“ )

と,ま た医学教育部会 と米国医学校協会は卒後医学教

育の話問題について,関連する諸団体 と積極的に相談

することが望まれる。

どの団体が推薦するにせよ,委員には午後医学教育

に大きく寄与すると思われるような人を指名すること

が絶対条件であり,単なる代表としての推薦であって

はならない。委員となつた者には,あ る団体から指名

されたということを告げないか,あ るいはそれを無視

できるようにすることが望ましいであろう。

医学以外の分野から委員を選ぶ際には, どの団体で

も候補者を推薦して良いが,i向 に述べたように,この

ようよ作業は特に国立科学協会が中心となって行うべ

きであろう。

一方,医学の特定の分野の関係者や,特定の地域の

人,島 るいはあまりに似た考えをもつ人達など,委員

に何らかの偏 りができることのないように,特に医学

教育部会が調整役を努めねばならないであろう。

結論として,以下のことを提案する。委員会は

10人の委員から成り,すべて医学教育部会によつ

て任命される。それらのうち 3人は米国医学校協

会によつて推薦された 6人以上の中から,ま た2

人は国立科学協会から推薦された 4人以上の中か

ら推薦され, また他の 5人は,医学教育部会によ

り推薦母体の制約なしに選出される。卒後医学教

育に関連する他の諸団体は,推薦名簿の作成の際

に意見を述べる機会を与えられる。後任が選出さ

れるにあたつては,最初の委員が選ばれたときと

の理念に基づいて行動することが求められる。
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卒後医学教育委員会の責務

新しい委員会の責務のうちのいくっかは,元来,医
学教育部会が担当していた多くの責務の一部を引き継
ぐ形になるであろう。全く新しい責務も当然含まれる
し,ま たいくっかの責務は医学教育部会が他の団体 と

共同で行っている責務 を強化する形になるであろう。
まず,委員会は毎年 レジデント教育規準を設定 し,

公表せねばならない。

しかし,こ の規準に合致するのがどのレシデン ト研
修計画なのかを決定するといった具体的作業を,本委
員会自体が直接行う必要はない。各レジデン ト制度審
査委員会の任命や,各病院の教育計画の審査をするよ
りも,全体の規準ゃ方針の改善を進めるほうがょり効
率的であると思われるからである。こうした観点か ら,

レジデント制度審査委員会の任命や,教育病院の審査 ,

レジデント制度のある機関の リス トの作成などの業務
は医学教育部会が行うべ きでぁると思われる。

会[「[重「[]員 1:嵩奮【〔畠単:量[冒言量曇
させ,審理 し,意見を加えるとともに,同委員会が定
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tヽ をもっている問題点に関する検討会の開催を呼びか
けたり,ぁ るいはその開催の求めに応 したりすること
も自由にできることになる。

この委員会は,卒後医学教育のための基本方針の決
定機関として機能するのであるから,単に各レジデン
ト制度審査委員会などの業務や活動を監視するだけで
なく,そならの組織同士の相互関係,卒後 と卒前の医
学教育の関連,時代の変化への卒後医学教育の対応な
どにも注意を払う必要がある。そしてときには,卒後
医学教育の改革に役立っような,知見や方法論に関す
る研究―-1ォ団の援助を受ける場合も含めて  の助
成も行うことになるであろう。また同時に,卒後医学
教育の現状や問題点,行われている改革について:公
に定期的に報告する義務も生 じるであろう。

さて, ここで提案 した制度 と現行制度 との主な

違いをまとめると以下のようになる。

卒後医学教育の全体にわたる監督が,現在はな

されていないが,卒後医学教育委員会という新し
い組勘 こヾの業務を担当する。

この新 しい委員会は,専門医諮問委員会と専門

医連絡委員会が教育面で行っている業務を担当し,

また医学教育部会が行っている業務の一部も担当

する。

インターン制度審議会は廃止される。
レジデント制度審査委員会は一―示された規準

の中で一-2年目以降と同様に卒後 l年 目の医学

教育計画についても検討する。

卒後云学教育委員会は,卒後医学教育全体を改

革するための審理や検討を行い,この理想を追求

するうえで医学教育部会よりも一層明確な指揮権

を持つc

卒後医学教育委員会がつ くられると,現在の専

門医諮問委員会の機能は変わってくるであろう。

専門医諮問委員会には 19の各専門医委員会からの

(″ )  」73
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2入ずつの代表と,米国医学校協会,州専門医連

合,米国病院協会,国立医学試験委員会のそれぞ

れからの 2人ずつの代表が参加 している。その主

な業務は新 しい専門医委員会がつ くられるべきか

否かを決定することであるが,現行の専門医委員
..

会やレジデント制度審査委員会の施策には,ほ と

んど何の影響も与えていないような状態である。

この委員会は,卒後医学教育委員会が関与 しない

ような問題点について,各専門医委員会が集つて

検討するような場合などには有用とも思われ,そ

の存続の是非や改革の必要性については,今後将

来的な見地から決定せねばならないであろう。

レジ デ ン ト制度 審 査委 員会

レジデン ト制度の計画を審査 し認定する際には,以

下の 2つの異なつた観点に特に留意すべきである。ま

ず第一に,各専門分野の教育者や経験者の,経験や知

識や規範などを十分尊重する必要がある。一方,医学

全般を見わたす観点 も必要不可欠である。なぜなら,

例えば外科的な訓練について熟知しているのは外科医

ではあるが, しかし外科等の専門科は,おのおの医学

の一分野にしか過ぎず,全体について熟知しているわ

けではないからである。

したがって,各 レジデント制度審査委員会に,

その専門分野以外からも数名の委員を加えること

を勧告する。

特に,他の医学分野でのレジデント制度の運営にあ

たっている人をこの審査委員に選ぶのが望ましい。も

ちろんこの委員は,人数のうえでは少数派なので,そ

の委員会で指揮をとることは無理であろうが,各 レジ

デント制度審査委員会が,一層幅広い経験と
'判断力を

備えるためには,こ うした部外からの参加が必要不可

欠と思われる。また一方で,こ の委員たち自身も,こ

374(“ )

の職務により, レジデントがその病院の職員や業務に

溶け込んでゆくさまを知ることができるという利点が

あるつけである。いうまでもなく,彼 らには,特定の

専門科の伝統を擁護するのではなく,医学教育全体に

わたも,よ り広い視野に立つて,そのレジデント制度

を監督することが望まれる。

期待 される利点

卒後医学教育委員会ができることによつて何が変わ

るのり`を,あ らかじめすべて予潤1す ることは不可能だ

し,ま た改革がすべて直ちに成果を上げるとも思えな

い。それ以 lr∫ に,本委員会の勧告がノκ認されるまでに

はなお多くの議論が必要であろうし, よしんばこの委

員会ができたとしても,それが十分に機能するまでに

はもつと永い時間を要するものと思われる。

しかし, もしこの委員会が発展すれば,その業務の

みならず,その優れた指導力が大きな不1点 をもたらす

ものと考えられる。

卒後医学教育の話問題一―これまで各章で論じられ

た問題 も含めて一―の解決のためにはさまざまの実験

的な試みを行う必要があり, また一方ではその成果を

詳紅に報告し公表 しなければならないが, こうした業

務σ面でもこの新委員会は期待できよう。

しかし, こうした実験的な試みをするには,関係者

の種々の協力体制や合意が必要である。

1[[11]][i32:[]][[言:[ilii'

4年間 となってい るの であ る。
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こうした場合に,卒後医学教育委員会は,該当する

各委員会を招集 して,こ のような格差をできる限り是

正するよう検討させることになるであろう。

同様の問題が,各専門の間での医師の配分に関して

もみられる。

医学の専門分化が進むにつれて, どの専門分野に進

む医師が多いか, という構成比 も変化 してきている。

新卒の医師たちがどのような割合で各専門分野に進ん

でいくかをみ■ば,将来この構成比がどのように変わ
るかを予演1で きるわけだが,現在,一般医は減少傾向

にあり,一方でほとんどすべての分野の専Pl医 が増加

してきている。 もっとも,種々の要因によってその増

加の実態はさまざまなものとなっており,例えばこの

ままでは将来には外科医,精神ボ「医,病理医は現在の

2倍の数となるのだが,果たしてこれだけの人数が必

要なのであろうか。また,小児科医や内科医の数は比

較的わずかな数の増加に留ってぃるが,こ れで十分な
のであろうか。 もしも現在の専門分野間の配分が適切

なものであるなら,い ま予想されている方向に配分が

変化してぃったら, どんな結果を招くのであろうか。
あるいは逆に, この配分が現在よりさらに適切なもの

‐ となってぃくのであろうか。

1  専門分野間の配分の変化を知り,そ の均衡を保つに

| は,定期的な調整が必要となるであろう。午後医学教

思われる。

このこ後医学教育委員会が,勇気 と信念 と寛容と協

調の精神を十分に発揮 して,幾多の難題に取 り組むこ

とを期待 したい。前に述べたような,種々の改革を実

行する指導的役割をこの会は果 しうると信 じるし, ま
たそう

~Cな
くてはならない。そして, この会が機能す

ることによ,,医療職者は,種々の状況の変化に今ま

でよリー層速やかに対応 しうるようになるであろう。

卒後医学教育には,陽のあたらない部分に光を当て,

重要な問題について真摯な態度で検討を加え,必要な

改
'「

を強力な指導性により推 じ進めるような組織が必

要である。卒後医学教育委員会が,卒後医学教育全体

の責任″る方針決定機関 として,効果的にその機能を

発揮 し,今回のような外部からの提言を今後必要 とし

なくなることを切に望む ものである。
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