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医標法及び臨師法の…部を改正する法律(平成� 30年法律第� 79~子)が罷会を通り，務部第二条

で「第一条 ゐ大学が行う臨床実習をはじめとする る教育の状況を勘案し童詩

の資質の向上を閑る観点から，医師法の規定について検討を加え，その結果に基づき，この漆律

の会布後三年以内に法制上の措置その他の必要な措置を講ず、るものjとした。これを受けて，

学部4年での� CBT'OSCEといった共用試験終了時に 従来からある全凶医学部長・病詫長会

している� StudentDoctorを公的化して 医学生の医行為を法的に担保する公的資格を

る検討が任われている� 許せて令和� 2年度から� Post心COSCEが実施されることとなった。O

また，涯学きIS5年.� 6年，拐期臨床時棒2年を含めてシ…ムレスな研修が行えるようにする検討

も，同時に運行している。これによって，医学部6年の大部分を国試対策に当てている現状から，

より臨床揖持を充実しその寵朱実議に合わせた詔家試験内容に変えていけるのならば喜ばしい

ことである。

稲葉{院議視で藍学生を集めて ひたすら罷家試験合格を話指して詰め込み教育を行っている

状に，医学教育の危機を感じている。社会保鶴審議会において基礎亙学教育の重要i主

の背成を提案したが，なかなか理解してもらえない。 涯学部入学時に蕗家系・

は自Ij建てで募集するべきである。現在，全閣の法学部で基礎系教員誌をよましており，他学誌から

補充してやりくりしているのが実情であるの基礎医学の崩壊は臨京医学の崩壊につながる重大な

り，臨床現場の医師不足，働き方改革にばかり焦点が当たり� 基礎医学に日がしミかYないe

と将来に大きな禍根を残すことになると思っている。

涯学部教青のなかで円二を教えるJ~必裂性についても触れたい。医学教育も必要であるが，
均的会社会常識，行犠を教えることはさらに大事である。私の知る限りでは，一昔前ま

設のなかで社会一殺常識，行議を教えていた。初期臨味研持制度で医局制度が崩壊し入問者に

対して厳しい教育ができなくなってから 功利的な医締が増えたような気がしてならない。

告IJ度を崩壊させて，営手IJ践的の企業である「民時垣局Jが繁皇室している現状は，向かがおかしい。

医学部5年から拐顛鶴来続修2年までの� 4年間をシームレスにして臨床醗持を充実することも

と思うが，この� 4年間のなかで地域慌隷を学び，生産援縞として生きる覚i雲と向き合い.人

として成長させる研修を入れなけれぜならない。

齢を重ね，医師として生きる喜びを噛み締めている昨今，老生から 。� 
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