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Charité大学医学部の新カリキュラム
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北里大学医学部6年 (平成26年度)

　The Charité (Berlin大学病院) は，ドイツのみならずヨーロッパの中でも有数の規模と診療レベル

の高さを誇る大学病院である。病院の歴史は約300年前のBerlin郊外の検疫所に始まる (1710年)。そ
の後，教育機関を併設し市民に開かれた陸軍病院として改組され，フランス語で「博愛・慈悲」を

意味する言葉Charitéが冠せられた (1727年)。プロイセン王国 (Friedrich Wilhelm III，1770〜1840) は，

Napoléon (1769〜1821) 率いるフランス軍に敗北し (1807年)，故国再建のため政治・軍事・教育改
革を断行した。この時，Wilhelm von Humboldt (1767〜1835) の主導により，Friedrich-Wilhelms大
学がBerlinに設立され，The Charitéは附属病院として編入された。ドイツの医学教育は，19〜20世

紀にかけてKoch (1843〜1910)，Behring (1854〜1917)，Virchow (1821〜1902) など医学史上に名を
残す優れた研究者を輩出したが，第二次世界大戦での敗戦による教育荒廃とBologna宣言 (1999) を
契機に，21世紀型の教育カリキュラムを開発し，一部の大学で試験的に導入した。The Charitéで生

まれた「新Module式教育」の特徴を紹介し，旧カリキュラムとの違いを分析する。
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はじめに

　北里大学の学祖・北里柴三郎 (1853〜1931) は，

Charité医学校 (Berlin) に留学し (1885〜1891) (図1)，生

涯の師Robert Koch (1843〜1910) や同僚Emil Adolf von

Behring (1854〜1917) と細菌学研究に勤しんだ。北里と

Behringは，破傷風菌の純粋培養・菌毒素の抽出に成功

し (1889〜90)，血清療法の開発・治療に多大な功績を

残した。後年これらの業績が評価され，Behringは新た

に創設されたNobel prize生理学・医学賞を単独受賞し

(1901)，その4年後，恩師Kochも結核菌関連の業績で同

賞を受賞した。

　そのCharité医学校において，1999年，「新時代の医学

教育プログラム開発のために，試験的カリキュラムが

導入されたこと」は特筆すべきである1。この新カリ

キュラムは，試験的導入期間とはいえ，現在ドイツ国

内約10大学医学部で使用されている。我々は，この新

カリキュラムがどのような特徴を持ち，実際どのよう

な教育効果をもたらしているのか，導入開始から15年

経った今，関連論文を検証し考察する。

The Charitéの歴史と概要

The Charité (18世紀初頭〜)
　Charitéは，チャリティーにも通じ，フランス語で博

愛・慈悲を意味する言葉である。この斬新な大学病院

名が，どのような経緯でどのような歴史的背景の元に

付けられたかを調べた。The Charitéの起源は，約300年

前のBerlin郊外の検疫所・療養所建設まで遡る2。初代

プロイセン王Friedrich I (1657〜1713) の勅命により，

ヨーロッパ全土で猛威を振るっていた伝染病ペストの

市街地への流行を食い止め，罹患した患者を収容し治

療する施設としてBerlin郊外 (市街地の境界部) に建設

された (1710年)。幸いBerlinにペストの流行が及ばな

かったので，建物は陸軍病院として活用された。その

後，プロイセン王Friedrich Wilhelm I (1688〜1740) に

よって，教育機関としても機能する陸軍病院に整備拡

張され，「市民のための病院」をも意図してCharité病院

と名付けられた (1727年)。

プロイセンの高等教育機関 (18世紀末〜19世紀)
　ドイツ文化圏において新興勢力として伸張しつつ

あったプロイセン王国 (Friedrich Wilhelm III，1770〜

1840) は，市民革命の拡大を目するNapoléon Bonaparte

(1769〜1821) 率いるフランス軍と衝突し敗北。領土の
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半分を失い国家存亡の危機に陥った (1807年)。この未

曾有の危機を打開するため，Heinrich Friedrich vom Stein

(1757〜1831)，Karl August von Hardenberg (1750〜1822)

らによる政治改革，August von Gneisenau (1760〜1831)

らによる軍制改革など，国家の富強・近代化に向けた

諸改革がなされた。1810年，言語学者であり当時の教

育大臣でもあったWilhelm von Humboldt (1767〜1835)

の主導により，ドイツ高等教育機関の近代化の一大事

業としてFriedrich-Wilhelms大学がBerlinに設立された

(Brandenburg地域最初の大学注1))3。このような時代・社

会背景の中で，Humboldtらが近代 (新時代) 大学の世界

モデルとなる「哲学に基礎を置いた総合科学志向の強

い大学」を設立した。Berlinは，19世紀初頭の産業革命

により人口が15万人から50万人に急増し (1800→1860

年)，ヨーロッパ10大都市に仲間入りした注2)。

Friedrich Wilhelm大学−Berlin自由大学・Humboldt大学

−Berlin大学

　1810年の創立時，Friedrich Wilhelm IIIから名を冠し

同名称となった。The Charitéは，1829年，Friedrich-

Wilhelms大学病院・医学部キャンパスとして編入さ

れ，1927年，より近代的大学病院として大改修され

た。Friedrich-Wilhelms大学 (Humboldt大学) は，Berlin

の高等教育機関を組み込んで，着実に拡大していっ

た。19〜20世紀にかけて，Robert KochやEmil von

Behring (前出)，Rudolf Virchow (1821〜1902) など医学

史上に名を残す優れた研究者を輩出した。第二次世界

大戦後，Berlinの西側 (アメリカ側) に位置したキャン

パスを中心にBerlin自由大学が創立され (1948年12月)，

旧大学キャンパス部分は，王名を嫌った東ドイツの共

産主義政権によりHumboldt大学に改名された (1949年)。

さらに，東西冷戦が終結した1990年，旧名Humboldt大

学はBerlin大学に改名された。

東西ドイツの統合後

　東BerlinのHumboldt大学医学部とHumboldt大学から

独立した西BerlinのBerlin自由大学 (1948〜) の医学部，

そしてそれぞれの大学附属病院は，東西ドイツが統合

されたのを機に集約され，診療・学術水準と規模にお

いてヨーロッパ有数の大学病院になった4。現在，

Berlin市内4か所 (①Benjamin Franklin，②Berlin Buch，

③Charité Mitte，④Virchow-Klinikumキャンパス) に分

かれた60万平方メートルを超える敷地に，医師や研究

者，看護師，その他職員を含め16,700人が就業する。

Humboldt大学医学部，Berlin自由大学医学部，Berlin医

科大学，Charité大学と呼称は複数存在するが，これは

冷戦時に分離した大学が再統合したことによるもの

で，大まかには同義である。実際，The Charitéは，

Berlin自由大学 (旧西ドイツ) とBerlin大学 (旧東ドイツ

) の両大学の大学病院として機能している。

図1.  ドイツの主要都市。「Berlin，Essen，Köln」は，本文中のデータ
解析に使用された大学の所在地。
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で進級できない) 点において，日本の医科大学 (医学

部) よりも進級要件 (学習内容の理解・達成度の評価)

が厳しい。参考として，1477年に創設され，神学・法

学・医学を中心に設立されたTübingen大学医学部注6)の

現在の授業カリキュラムを示す (図2)10。

　これに対し，Charité大学の新カリキュラムは，「新

Module式教育」の特徴を有する (図3)。

1. 基礎医学と臨床医学を統合し，臨床技能の修得に重

点を置く教育技法。一部の学生を対象に医学生を7

名 × 9グループに分け (後述)，入学当初からProblem-

based learning: PBLを主要な教育方法とした (図4)11。

2. 症例に基づいた統合学習教育 (講義と技能の統合。

講義科目分野の統合)

3. 臨床技能の重視 (スキルスラボの活用，SPを用いた

コミュニケーションスキル実習の充実)

4. 患者との早期接触

5. 地域密着型の教育 (General Physician (GP) の下で内

科・小児科の実習)

6. 評価 (各学期 (セメスター) 終了時に，Multiple choice

question (MCQ) で知識を，Objective structured clinical

examination (OSCE) で技能を評価。

　なお，Charité大学は，新カリキュラム (RMC，後述)

を導入する際，新カリキュラムの希望者を募った上

で，従来のカリキュラム (定員540名/年) と，新カリ

キュラムコース (63名/年) に振り分けている。

新カリキュラムの功罪

　Charité大学では，旧カリキュラムTraditional medical

curriculum (TMC) と新カリキュラムReformed medical

curriculum (RMC) の学習効果の評価を行うため，「進度

試験」を実施した (2003/4〜2007/10)。Charité大学の

「進度試験」は，医学教育の成果を客観的に評価する

Charité大学の新カリキュラム

　1388年，ドイツ最古の大学，Heidelberg大学で医学教

育が開始されて以来，ドイツの高等医学教育機関は，

前述の医学者以外にも，Albrecht Kossel (1853〜1927) や

Werner Forssmann (1904〜1979) ら多くの優秀な医学者

を輩出し，世界の医学研究を牽引して来た。実際，米

国の教育学者でFlexner Report (1910)注3)の著者Abraham

Flexner (1866〜1959) は，「アメリカはドイツの医学教

育を模範とするべきである」と述べている5。しかし，

第二次世界大戦を挟んで，敗戦国ドイツは，諸外国の

優秀な研究者を誘致することで急速に教育・研究レベ

ルを高めてきたアメリカ・カナダなどの医学教育制

度・教授法と比べ，「世界の新しい医学教育の潮流から

取り残されかねない」という危機感を持った6。

　このような時代背景の中で，Charité大学では，大教

室注4)での講義中心の古典的な授業法への懐疑とヨー

ロッパの高等教育改革に関するBologna宣言 (1999)7を

契機に，「新Module式教育」が試験的に開始された8。

ドイツ国内の全医学部の教育が規定された

Approbationsordnung für Ärzte (AppOÄ) (2003) の発効

が，このカリキュラム改革を，さらに後押しした9。

　旧カリキュラムは，「解剖学・生理学等の基礎医学科

目を講義と実習で教育し，医学部2年終了時の試験に合

格した学生を対象に臨床教育注5」を行うスタイル」で

ある。現在我々が，日本の医科大学 (医学部) で受けて

いる教育カリキュラムは，ドイツの大多数の医科大学

(医学部) で実施されている「旧カリキュラムの区割り

と時間割形式」とほぼ同じである。北里大学医学部で

独自に実施している「器官系別総合教育」は，「新

Module式教育」に近い。ただし，ドイツにおいては医

学部2年終了時の試験は，「第1回目国家試験」に位置づ

けられ，約30〜40%の学生が不合格となる (1回の試験

図2.  Tübingen大学医学部の医学教育カリキュラム (伝統型)
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図3.  Charité大学医学部の新Module式教育の基本構造
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図6.  進度試験 (基礎 + 臨床医学) の正答率

Charité大学医学部の新カリキュラム

図5.  進度試験 (基礎医学のみ) の正答率

ために，国際的に広く行われている手法を採用した。

この試験の特徴は，卒業に必要なレベルの医学知識を

試す長期的な評価方法であり，すべてのセメスターを

対象にmultiple-choice形式の試験が行われる。ある特定

のセメスターに関する試験ではなく，全セメスターに

おいて要求される医学知識に関する試験であることを

注意したい。つまり，異なる学年の学生が，「未だ学習

していない領域の問題」や「何年も前に学習した知識

に関する問題」を解くこととなる。

　「進度試験」の結果をTMC (旧カリ) とRMC (新カリ)

で比較した研究を紹介する。これによると，基礎医学

(解剖学，生化学/化学，生理学/物理学，医療社会学，

臨床心理学) のみの「進度試験」の結果では，第1〜3セ

メスターにおいてRMCはTMCよりわずかに優位な成績

であったが，その後のセメスターではTMCはRMCを常

に上回り，第5セメスターで最大得点となった。その

後，第8セメスターにかけ得点は低下したが常にRMC

を上回った。第一回目国家試験 (かつてのPhysikumに相

当) 終了後，つまり進級できた学生のみを対象にした試

験で，TMCとRMCの学習効果の差は最大となったが，

高学年になるに従って縮まっていった (図5)。これに対

し，基礎医学と臨床医学の合計進度試験の結果では，

RMCがTMCを常に上回った (図6)12。両者の学習効果の

特徴を考慮すると，長期的にみればTMCとRMCの教育

効果において大きな差が出ないばかりか，一度修得し

た知識を忘却することなく保持し続けることに優れて

いたので，RMCは魅力的な教育技法であると私達は結

論づけた。

　Essen大学やKöln大学 (図1) では，従来の講義形式

Lecture-based learning (LBL) (旧カリ) とProblem-based

learning (PBL) (新カリ) の有効性について比較研究を

行った。E s s e n大学のL B LとP B L受けた学生に，

multiple-choice形式の薬理学試験を実施した調査研究で

は，PBL学生の正答数がLBL学生に比べ有意に高かっ

た。しかし，ドイツ国内で標準的な“Nation-wide薬理

学試験”では，両者の成績に有意な差はなかった13。

　一方，Köln大学では同様に，(1) multiple-choice試験

と，(2) 小論文試験を実施した。その結果，multiple-

choice試験では両者に有意な差は認められなかった

が，小論文試験では，PBL (新カリ) の方がやや高い点

数を取った。興味深い事に，授業に関するアンケート

調査において，LBLはPBLに比べ，満足度が高かった14。

　これらの結果は，総合的思考力の育成という観点に

おいて，PBLはLBLより優れていることを示唆する。

考察と展望

　日本の医学教育では，Charité大学のRMC (新カリ) の

ように，学生同士がディスカッションする時間が少な

い。RMC教育により医学生の知識量や学力が低下する

可能性が小さい事，論述力および総合的思考力の向上

が期待できる事を考えると，今後日本でもRMCの技法

を医学教育改革に取り入れていくことは有益と考えら

れる。そのようになった場合，長期にわたる教育改革

に対して持続的な評価を実施することが重要なので，

目先の知識面に偏らない多角的な評価法の開発・研究

が必要になると考えられる。
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注　　釈

注1.ドイツの古典五大学: (創立順) Ruprecht-Karls-Universität
Heidelberg，1386; Albert-Ludwigs-Universität Freiburg，1457;
Eberhard-Karls-Universität Tübingen，1477; Philipps-Universität
Marburg，1527; Georg-August-Universität Göttingen，1734;
Humboldt-Universität zu Berlin: 現在，ドイツにおけるエク
セレンス・イニシアティブ (Exzellenzinitiative) に指定され
た11大学の1つ。

注2.ヨーロッパの都市人口 (1825年): London (1,350千人)，Paris
(855千人)，Saint Petersburg (438千人)，Naple (350千人)。
Berlinは，Vienna (Wien)，Lisboaに匹敵し5〜7番目に大きな
都市となっていた (http://ja.wikipedia.org/wiki/歴史上の推定
都市人口)。この当時の江戸の人口は，約730千人。

注3. Flexner Report: 医学教育に関する書籍
注4.大教室: ドイツの医学校 (医学部) の学生数は，1学年約300
名以上。

注5.臨床教育: ドイツでは，薬理学，微生物学，病理学，法医
学等も臨床系科目に含まれる。

注6. Necker川沿いの小さいが国際的な大学町Tübingenに所在を
置く総合大学。人口約10万人の1/4は学生で，その1/3は国
外からの留学生。
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