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1．はじめに 

2018年 8月 20日から 8月 24日まで、ハワイ大学 John A. Burns School of Medicine(JABSOM) 

にて開催された Summer Medical Education Institute に参加してまいりました。本ワークショ

ップはアジア圏の医学生に向け、Problem Based Learning(PBL)を用いた臨床推論のトレーニ

ングや、模擬患者に対する問診、身体診察の練習などを目的としたプログラムです。 

今回私は、PBL を通した臨床推論のトレーニングを受けることが出来る点に惹かれ、参

加を志望しました。これまで大学での PBL 形式で行われた授業や臨床実習を通して臨床推

論の重要性・必要性を感じつつも、PBL や臨床推論について詳しく学ぶ機会が中々無いこ

とに不安を覚えていた中で本ワークショップの存在、またハワイ大学では PBL に力を入れ

た医学教育を行っていると知ったことから、参加を決意するに至りました。 

 

2．JABSOMについて 

JASOMはウォールアートで有名なカカアコという地区の海岸沿いにあり、緑豊かでとて

も綺麗で開放的なキャンパスでした。大学病院は併設されておらず、National Cancer 

Institution の所属機関であるがんセンターがキャンパス内に設置されています。医学部の建

物内には講義室・図書室・パソコン室をはじめ、実際の病室さながらにベッドなどが設置さ

れた実習室、チュートリアル室、カフェテリアなどがありました。ハワイ大学の学生につい

ては、女性やアジア系の学生もかなり多く、また日本の医学部で短期の臨床実習を行い、日

本語が話せる学生もおり、ワークショップの間私達の手助けをしてくれました。 

 

3．ワークショップについて 

参加者は 27 人で、日本の 8 大学の医学部から 1 年生から 6 年生まで集まっていました。

アジアの他国からの参加者がいるかと期待していたため、全員日本人であったのは少し残

念でしたが、他大学の教育や授業について知ることが出来たことは興味深かったです。 

スケジュールについては、午前 9 時頃から授業が始まり、ランチ休憩を挟んで午後 3 時

過ぎには授業が終わるという流れでした。また今回のワークショップでは、途中ハリケーン

がハワイ列島に接近した影響で 3 日目のお昼から大学自体が安全のために閉鎖となってし

まい、残り 2日間に予定されていたプログラムを受けることが出来ず悔やまれました。 

まず PBLについては、ワークショップの前半 2日で 2つのケースについて行われました。

5、6 人のグループに分けられ、各グループに 1 人ずつハワイ大学の学生がチューターとし

てつき進行役を務めてくれました。PBLは 3つのステップに分かれており、まずステップ 1



では症例について主訴・症状・検査所見・処置などの情報がチューターによって少しずつ提

示され、その都度 Facts/Problems・Hypothesis・Need to know・Learning Issuesの 4つの項目に

ついて意見を出し合い、ホワイトボードに書き出していきます。Facts/Problems とは年齢・

性別などの患者情報や主訴など、Hypothesisとは考えられる鑑別疾患、Need to knowは診断

のために必要な情報や検査結果であり、症例の情報が出揃ったところで、挙げた疾患の中で

可能性が高いもの・低いものを皆で議論します。Learning Issuesとは、ディスカッションの

中で生じた疑問や詳しく知りたい点などであり、ステップ 2はこの Learning Issuesについて

分担し、各自で調べる作業です。そしてステップ 3 ではステップ 2 にてそれぞれが調べた

内容を発表し、共有します。 

1つ目のケースは虚血性心疾患について、2つ目のケースは肺水腫についてでした。どち

らも問題としてはそこまで難しくはありませんでしたが、4項目に分けて考えるというプロ

セスを踏むことで思考が整理されるとともに、自分が何を理解していないのかがはっきり

すると感じました。ただ、やはり時間がかかり効率が悪い、PBLで全ての分野を網羅するこ

とは無理がある、自分が担当したもの以外の Learning Issuesについては頭に残りにくい、な

どの点がデメリットであるとも感じました。しかし、受け身で知識を与えられるのみよりも、

こういった自ら主体的に考え発信する機会があることで学生のモチベーションの向上につ

ながるため、大学でも通常の座学に加え、授業や有志のグループで週に何回かは PBL 形式

で学生同士で議論する場を設けられたら、大変有効なのではないかと思いました。 

身体診察の練習としては、Cardiac Examと Lung Examを行いました。Cardiac Examでは

こちらの呼びかけに対して応答するシミュレーターのマネキンの心音を聴く、心臓診察の

レクチャーが行われました。Lung Exam では学生同士ペアになって医師と呼吸困難の患者

役を行いましたが、その際患者を診察台に寝かせる動作をダンスに例えたりするなど、ドク

ターはユーモアを交えて丁寧に指導して下さり、まだ OSCE などで身体診察を学んでいな

い下級生でも不安なく臨めていました。診察の手法自体は日本で学んだものと変わりませ

んでしたが、実際に英語で診察を行う練習を出来たことはよい経験になりました。 

また、Smoking Cessationといって患者さんへの禁煙指導の方法についても学びました。禁

煙指導に重要な 5A’s という Ask, Advise, Assess, Assist, Arrange follow upの 5つのステップの

講義を受けた後、まず喫煙者役の JABSOMの学生に対して 5A’sを実践し、その後模擬患者

さんに対してビデオ撮影下で医療面接の形で禁煙指導を行います。5A’s という概念は初め

て知りましたが、それに基づいて問診することで禁煙を促す流れを作りやすいことがわか

り、また英語で患者さんとその場でやり取りをするという日本では中々出来ない体験をす

ることが出来ました。 

更に、ワークショップには勉強のみならずフラダンスのレッスンがあったり、放課後の自

由時間もハワイ大学の学生たちが地元のレストランや観光場所を案内してくれたりなど、

充実した期間を過ごせました。 

4．謝辞 



わずか 1 週間足らずの短い期間ではありましたが、ハワイの雄大な自然とホスピタリテ

ィあふれる土地柄、ゆったりとした時間が流れる素晴らしい環境の中で学ばせていただき、

多くの出会いや学びを得ることが出来ました。  

最後になりましたが、このような機会を与えてくださった横浜市立大学医学部医学科同

窓会俱進会、横浜市立大学医学部後援会、ハワイ大学および横浜市立大学の皆様には、大変

ご支援いただきました。この場をお借りして、心より御礼申し上げます。 

 

During the summer of 2018, I spent one week participating in Summer Medical Education Institute 

in University of Hawaii John A. Burns School of Medicine (JABSOM). The objectives of this 

workshop is to understand the basic principles of problem-based learning (PBL), to obtain a way to 

take a basic history and perform a systematic physical examination using medical English, and to 

experience clinical reasoning and communication skills through American medical education. 

 

I applied for this workshop because I was attracted to the point that I could receive the training of 

clinical reasoning using problem-based learning. Through some university classes performed in PBL 

format and the clinical clerkship, I have felt the importance and the necessity of clinical reasoning. 

While I was interested in studying PBL and clinical reasoning more, I found out about this 

workshop. Knowing that JABSOM is focusing on PBL tutorial, I was eager to participate in this 

workshop. 

 

Experiencing the learning techniques and methods of JABSOM which include PBL tutorial to 

enhance the practical and clinical skills enabled me to realize the advantages and also the difficulties 

of PBL. I noticed that studying medicine in PBL format made it possible for us not only to 

understand the pathology, symptoms, and treatment of diseases but also to improve a motivation for 

self-directed learning. In addition, getting the training of clinical reasoning using PBL is a good 

opportunity to gain the systematic way to think about cases from various points of view and to 

acquire the ability to examine a body overall and make an appropriate evaluation of patients. 

However, there is also weakness of PBL such as the long time it takes and the difficulty to cover all 

the medical fields only by PBL. Therefore, if we can set up a place to discuss with each other in PBL 

format regularly besides regular classes, I think it will be very effective. 

 

Also, though I had few opportunities to use medical English so far, this time I was keenly aware of 

how important English skill is by discussing, giving a presentation, and performing a medical 

examination all in English. This experience reminded me the need of continuing English learning to 

deal with globalized current medicine. Furthermore, I was inspired by interacting with students of 

JABSOM who had high motivation to study and medical students from other universities of Japan 



who had a positive attitude to learn. From now on, I will give back what I learned in this workshop 

such as PBL methods to others, and apply my experience to the clinical clerkship, residency, and 

future career. 

 

It’s been just one week, but there were a lot of encounters and learning while I could study in a 

wonderful environment including magnificent natural landscape, people with full of warm 

hospitality, and relaxed atmosphere of Hawaii. My time at JABSOM gave me a great experience. 

Lastly, I would like to express my gratitude for Gushinnkai, Kouenkai and all of those who 

supported me at University of Hawaii and Yokohama City University. Thank you for giving me such 

an excellent opportunity. 

 


