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帝京大学教職大学院における「教育と医療の連携」について
─開設１年目の軌跡を振り返る─

藤 井 靖 史
帝京大学教職大学院（帝京大学医学部小児科）

帝京大学は教職大学院を設置するに当たり、医学
部を有する大学の特色を生かして、その教育内容に
「教育と医療の連携」という視点に即したカリキュ
ラムの導入を決めた。平成20年２月末に、帝京大学
医学部小児科に勤務していた私は、小児科主任教授
から教職大学院への転任を打診された。そして、１
週間以内に履歴書や業績集をそろえ大学に提出し、
大学院設置の幹部の先生方とお会いするとすぐさ
ま、シラバス作りを開始するという慌ただしさの中
に放り込まれた。教職大学院というものが如何なる
ものかを十分に理解する時間もなく、指示されるま
まにシラバスを作っては書き直す作業が５月まで続
いた。その後、文科省に提出した設置申請書類に対
する質問事項や課題に対する返答を求められ、実態
が掴めないなかで、それがどれほど重要なことなの
かも把握できずに文章の作成に追われる一年であっ
た。ようやく12月に設置許可がおり、ここから本格
的な準備が始まったのである。それまで漠然と講義
に必要な資料の収集を行っていたのだが、平成21年
１月から急ピッチで講義資料作りを行った。医学部
その他での講義の経験はあったが、15回で１科目と
なる講義を担当したことはなく、まして１年で７科
目分の全く新しい授業を準備することは、予想はし
ていたがとんでもなく大変であった。さらには受講
生が、教員免許を持って学部を卒業した学生と、現
職の学校教員という自分にとって未知な人達が相手
であったため、対戦相手の特徴も分からずに試合に
臨むようなもので、非常な緊張を強いられていた。
それにも関わらず、もう一つ、後になってみれば初
年度の活動の中で、自分自身最も苦労することにな
る「教育と医療の連携フォーラム」の開催を提案し
てしまったのである。帝京大学には文学部教育学科
と医学部医学科があるとは言え、この二つは八王子

と板橋というかけ離れた場所にキャンパスがあるた
め、「連携」と言ったところで、聞いた人には具体
的なイメージが掴みにくい。また、実際にそれまで
に両者の連携が存在したわけでもない。そこで、「教
育と医療の連携フォーラム」を病院の臨床大講堂で
広く一般の方にも参加してもらえるような形で開催
することで、大学として「教育と医療の連携」を志
すという姿勢を示せるのではないかと考えての提案
であった。
そのような状況でスタートした帝京大学教職大学
院での医学・医療教育の１年目を振り返るととも
に、今後の展望について自分の考えを述べようと思
う。当然のことながら、教職大学院における医学・
医療教育は、医学部におけるそれとは全くの別質の
物である。今後教員として学校現場に出ていく学部
卒の学生と、現職教員として十分な経験を積み、学
校で管理職に進む者や教育行政職に進む者に対して
行う医学・医療教育は、教育との連携という視点を
はずせない。そのようなことから、教職大学院での
医学・医療教育で大学院生に求めたものは、学校現
場に必要な医学・医療知識の獲得と、小児医療現場
の体験、そして教育と医療の連携に関わる諸問題へ
の対応の実践の３点を柱として考えた。具体的に
は、必要な医学・医療知識の習得は講義に求め、ま
た小児医療現場の見学は医学部付属病院と実習を依
頼した療育センターにおいて行い、教育と医療の連
携に関わる問題への対応の実践として「教育と医療
の連携に関するフォーラム」の企画・運営に携わる
ことを計画した。
平成21年４月13日月曜日に「学校生活と子どもの
健康と病気」という共通基礎科目で帝京大学教職大
学院の講義がスタートした。さて、講義資料は準備
していたものの、改めて講義が始まってみると、限
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られた時間の中で取り上げるべき、教師に必要な医
学的知識は何かということについての自問自答に迫
られた。そこで、毎講義の度に学生にレポートを課
した。レポートには、講義で印象に残ったところ、
理解出来なかったところに加えて、教育現場で役に
立つと思われることを簡潔に記載してもらうことに
した。このレポートは言わば、私と学生の共同作業
による「教育現場に求められる医学・医療の知識」
を学ぶテキスト作りであった。基礎医学の知識がな
い教職大学院生に効率良く、医学・医療を学んでも
らうためには、学生にとってどのようなところが理
解し難いのかを知り、それを改めて補充する必要が
あると考えた。レポートの「意見」に対しては私自
身の考えを書き、「質問」には回答を記して学生に
返却した。また、質問に関しては、学生全体に聞い
て欲しい内容は、次の講義で簡単に解説を加えるこ
ととした。講義内容の中で、具体的に学校現場で役
立つと思われる点についての記載は、講義が目的に
沿うものであったかどうかの確認に役立ち、曳いて
は次年度の講義資料に引用することで、予め学習の
ポイントを学生に示すことに繋がると考えた。実際
には、学部卒業で教員としての経験がないストレー
ト・マスターの学生のレポートの内容は必ずしも満
足のいくものではなく、残念ながら正直なところ強
い学習意欲を感じさせるものでもなかった。しか
し、それは教師としての経験がない学生に、学校現
場に必要な医療知識を学ばせることの難しさを示し
たものと捉えた方が良いのかも知れない。従って、
後にも述べるが、学部卒で教師の経験がないスト
レート・マスターコースの学生に対しては、講義に
は一応の知識の習得と、教育実習において教育実習
校が抱える医学や医療と関連する問題に積極的に関
わるためのモチベーション作りという意味合いを持
たせ、そして実際に学生が教育実習で取り上げた医
療的課題への取り組みをサポートしてあげることが
必要なのではないかと考えた。もちろん学生が実習
校における医療的課題にどの程度積極的に取り組む
かは本人任せとなると思われるし、またそこに重点
を置かれるべきではないとも思うのだが、２年３年
の実習期間の間にはそのような課題にも目を向けて

取り組む学生も出てきて欲しい。その際に十分に学
生を指導するためには、現在の体制では不十分であ
り、大学院で指導する医療従事者を増員する必要が
あると考える。他方で、現職教員のレポートには、
講義内容の中で学校現場に役立たせるべき要点が見
事にまとめられていた。これは、教職大学院に進学
する現職教員の普段からの問題意識の高さを示すも
のであり、レポートの記載内容は、講師である私に
とっては貴重な資料となり得るものであった。ま
た、期待通り、次年度の学生に対して、講義のポイ
ントを示すために活用することを考えている。この
ような作業を続けることで、講義を単なる机の上の
学問にとどめず常に現場で役立つ実践的なものにし
ていけるものと考えている。
実習は、医学部付属病院での私の診療の見学と、
私が主治医として関わっている生徒の学校に赴いて
行う教師・保護者・主治医による会合への参加、療
育センターでの療育の見学を行った。正規の科目に
付随する実習としては、後期科目の「障害児の療育
と教育」でのさいたま市総合療育センターひまわり
学園における療育現場への参加だけであった。附属
病院での診察の見学については、希望者を対象に適
宜行うということを計画した。「今年度は、スクー
ルリーダー・コースの学生を対象に」ということで
あった。まず、問題点としては、実習日について予
め考慮されていなかった為に、日程の調整が難し
かったことが挙げられる。私の定期の診察日は、学
生が他の講義を受けている曜日であったために、定
期診察日に自由に見学に来てもらうことは不可能で
あった。そこで、７月以降、月１回、学生の実習日
である水曜日に臨時外来を行い、都合のつく学生に
見学してもらうこととした。大学病院の外来は、基
本的には予約外来である。慢性疾患の患者さんの診
療が中心となる。その中で、自分の専門である「神
経外来」を見学してもらった。神経外来に来られる
患者さんの多くは、てんかんか発達障害の子どもで
ある。どちらの疾患も、講義で取り上げてはいるが、
診察室で行われていることを見てもらうことで異な
る印象を持ってもらえたのではないかと思う。例え
ば、てんかんの場合、多くのてんかん患者は発作を
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一生のうち数回しか起こさない。たった一度のてん
かん発作しか起こさない（厳密には、この場合はて
んかんという診断がつかないのだが）ことも多いの
である。そんな中で、２～３年間、毎日抗てんかん
薬を服用し、数ケ月から半年ごとに脳波検査などを
受けるのである。てんかんの厄介なところは、発作
がいつ起きるか分からないことである。これは、医
学が進歩したとは言え、今のところ誰にも分からな
い。発作そのものは、致命的であることはほとんど
ないのであるが、発作が起こったときの状況によっ
ては大事故につながる。従って、学校では校外活動
やプール実習の参加に際して注意が必要となる。し
かしながら、発作時の対応は決まっているので、知
識さえあれば、いざという時に自信を持って対応で
きるのである。てんかんの子どもも保護者も教師に
そのことを求めていることを感じて欲しい。また、
広汎性発達障害や注意欠陥多動性障害、学習障害な
どの発達障害の子どもに対する診療では、子どもと
その保護者に対して私が医師の立場から学校での様
子を、どのように聞き出しているのかを見てもらっ
た。また、そうした子どもと保護者が学校や教師に
対して何を期待しているのかを感じ取ってもらえた
と思う。現職教員である大学院生にとっては、直接
自分に対してではなく、また直接自分の学校に対し
てではない、子ども本人や保護者からの、本音の学
校への期待や要望を聞く機会になってくれることを
期待した。そして、この実習は予期していなかった
成果ももたらした。それは、発達障害のある子ども
の保護者が、診察室で現職学生から、教員の立場や
学校の仕組み、さらには経験に基づく教師と保護者
間の良好な関係づくりへのアドバイスなどを聞けた
ことを非常に喜んで頂けたことである。教職大学院
の特徴を生かした、診療が出来たということが言え
ると思う。もっともこれは一期生の現職教員の能力
が非常に高かったから、結果としてそのような副産
物が生まれたとも考えられる。また、一度、私が外
来で担当している児童の学校訪問にスクールリー
ダー・コースの学生が同行した。児童の学校生活を
共に観察し、その後に、校長、学級担任、コーディ
ネーターの教員、保護者を交えた会合に参加しても

らう中で、医師が教師に伝えたいことを知ってもら
うとともに、医師側から見たそうした会合での課題
を理解してもらうことを試みた。医師と教師の連携
の実際に立ち会えるこうした実習は、出来るだけ増
やしていきたいと考えている。療育センターにおけ
る実習は、非連続で二日間に及ぶものであった。そ
の内容は、個別の理学療法や作業療法の見学の他、
肢体不自由児や発達障害児、聴覚障害児の通園施設
の見学で、実際に子どもたちと触れ合い、保護者と
スタッフの話し合いに参加して議論を行うというも
のであった。就学後に特別支援を必要とする児童に
は、療育の経験者が少なくない。療育施設では、保
育士の他に理学療法士や作業療法士、言語聴覚士、
臨床心理士などが子どもの療育を担当している。特
別支援教育制度となり、作業療法士が配置されてい
る学校も少しずつ増加してきているがまだまだその
数は多くはなく、従って療育現場では作業療法士や
言語聴覚士が行っていたような内容の一部を、学校
では教師が行わなければならない状況にある。その
ような状況を鑑みて、教師が療育の知識を持つこと
は有効であると考えている。感覚鈍麻や、感覚統合
の障害、協調運動障害などに対する作業療法的対応
は、引き続き就学後の学校生活の中でも活用される
べきものと考える。療育センターでの実習を経験し
た学生のレポートには、療育における個への対応の
重視について、教育の原点を思い出したという記載
も見られた。また、他方で療育に関わる理学療法士、
作業療法士、言語聴覚士、臨床心理士にとっても、
教員との討論は有益ではないかとも考えている。
最後に、「教育と医療の連携フォーラム」につい
てである。悪天候の中、250名を超える参加者を集
め成功裏に終わったフォーラムであったが、試行錯
誤のなかで様々な課題を残した。このフォーラム開
催までの経緯を時系列的に述べようと思う。先に述
べたように、このフォーラムの開催目的は、帝京大
学が大学として、教育と医療の連携について取り組
んでいく姿勢を外部に示すことであった。教育と医
療の連携の実態をこれから作らなければならない初
年度においては、その心意気を示すことを学生との
共同作業で行うことにした。学生にとっては、「教
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育と医療の連携」がどのように行われているのかを
体験し、どのよう課題があるのかを体験するという
ものではないが、自らフォーラムのテーマを考え、
フォーラムの企画の主体となる中で、各自が「教育
と医療の連携」に関わるきっかけを掴んでくれたも
のと思う。さしずめまず問題になったのは、フォー
ラムのための準備時間の確保である。このフォーラ
ムはカリキュラムに含まれていないため、学生に
とっても指導する私にとってもエキストラワークで
あった。そこで、学生全員が履修していて私が担当
している「学校生活と子どもの健康・病気」の講義
のなかで、毎回30分をフォーラムに費やすようにし
た。初めに、スクールリーダー・コースの高山氏を
フォーラムの実行委員長に指名した。そして「教育
と医療の連携」に関するフォーラムで取り上げるべ
きテーマについて話し合いが行われた。各自が意見
を述べるなかで、テーマの候補は、①教員に必要な
救急医療、②脳科学と授業づくり、③発達障害児に
対する教育と医療の連携の３つに絞られ、最終的に
は私の希望も考慮されて、その中から③が選ばれ
た。そして具体的には、「発達障害児‐医師の目・
親の目・教師の目」がテーマとして決定した。「医
師の目・親の目・教師の目」というのは、「１人の
発達障害のある子どもに関わる多くの大人が、立場
が違うことで見方が異なっているのではないか、お
互いの不理解を攻め合うのではなく、見方が違うか
らこそ補完し合わなければならないのでは？」とい
う視点を提案するものであった。しかしながら、学
生の意識は、準備を進める中で、発達障害の子ども
に対してなかなか教師と医師の連携が出来ていない
現状に対する具体的な対策を提案することに傾いた
気がする。それはそれで良かったのではあるが、私
としては、今回のフォーラムで保護者、教師、医師
の視点が各々どのように異なるのかを共通理解し、
次回に三者の連携をテーマにしたいと考えていたの
であった。そこは私のリーダーシップの不足であっ
たと反省している。スクールマスター・コースの学
生は、実習校において発達障害児に対する特別支援
の在り方について説明を受け、資料を提供しても
らった。各自がそうした勉強を行う一方で、組織作

りにも着手し実行委員長の高山氏との話し合いで、
実行委員会は企画部・調査部・運営部で構成するこ
ととし、魚山氏、中谷氏、小林氏がそれぞれ各長に
指名された。そして調査部では、現状の把握が不可
欠と考え、発達障害児に関して保護者と教師、医師
にアンケート調査を行うことが決められた。教師や
保護者に対するアンケートは原案を中谷氏が提案
し、岡田先生や吉田先生に指導して頂き作成され
た。こうして前期が終了したのであるが、この時期
の問題としては、大学院の教員間で「教育と医療の
連携フォーラム」についての話し合いがあまり行わ
れておらず、意識統一が十分になされていなかった
ことがあげられる。学生の活動についても、一部教
員にしか把握されていなかった。実質的には学生主
導の中で、学生からの提案を基に、教員で話し合い
が行われ、基調講演と学生による調査報告、医師と
教師に加えて保護者と教育行政の代表者によるパネ
ルディスカッションを行うというフォーラムのアウ
トラインが決定された。意思統一という面では、万
全ではなかったが、教職大学院には、教師として特
別支援教育に携わった教員や、学校心理士として障
害児に関わってきた専門家である教員が多くおられ
る為に、具体的な行動は非常に速やかに進められ
た。また、東京都教育委員会、神奈川県教育委員会
や相模原教育委員会で行政に携わった教員の努力
で、これらの教育委員会を通じて教師へのアンケー
ト調査が行われ、パネリストや指定発言者としての
参加を承諾して頂いた。また各教育委員会からは
フォーラムへの後援を頂くことが出来た。ところ
で、調査で最も難題であったのは、どのようにして
保護者にアンケートを実施するかという点であっ
た。これは、一重に企画担当の魚山氏と調査担当の
中谷氏の努力と活躍に帰する。発達障害児の親の会
の定例会に出向き、フォーラムの趣旨を説明し、調
査協力を取り付けたのである。彼らの、こうした活
動こそが、「教育と医療の連携」における実践であ
ると思う。発達障害の親の会の会員の方々に快く調
査に協力して頂いた理由は、帝京大学に対する期待
もさることながら、その後も発達障害の親の会が主
催する遊びの会やクリスマス会に参加しボランティ
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ア活動を行った中谷氏の真摯に取り組む姿勢があっ
たからこそであることを強調したい。様々な制約の
ため、調査開始が９月にずれこみ、10月から調査結
果の分析が始まった。そして、後期に入り、大学院
教員と事務の方々の活動も本格化し、一次案内の作
成と各教員による直接のフォーラムの宣伝が始まっ
た。この時期、調査報告の提示の仕方を検討する中
で、学生が期待したことは、発達障害児に対する教
育と医療の連携について、帝京大学教職大学院が今
後どのような方向で活動していくかを示すことで
あった。これは、４月当初から、私が、「いずれ帝
京大学に医療と教育を連携させた形の発達センター
が出来ると良いと思っている」と話していたことが
刷り込まれたわけではないだろうが、発達障害の親
の会の会員との親睦が深まるなかで、大学あるいは
教職大学院としての具体的なアクションが強く求め
られていることを再認識したものと思われた。私
も、教職大学院そのものの任務は、教師の資質の向
上に預かることであることは間違いないと思うのだ
が、大学には地域や社会に対してもっと具体的に貢
献する任務もあるのではないかとも考えている。学
生を指導するだけではなく。今回のフォーラムを通
じて、大学としての具体的な方向性を尋ねる学生
に、納得させられる答えを返せず少々困惑したが、
他方で学生には、本来の「理論と実践の融合」の精
神が備わっていることを感じて頼もしく感じた。後
期は自分が担当する科目も選択科目のため、学生全
員が集まる機会が設けづらくなった。そこで市川先
生や岩城先生にご配慮を頂き、９月以降、毎月１回
水曜日の実習指導日に教員と学生が合同でフォーラ
ムに関する討論を重ねる時間が設けられることに
なった。当初は11月にアンケート調査結果に対する
討論会を行い、12月にはフォーラムでの調査報告の
予行とそれに対する指導、１月に外部のパネリスト
を招いての打ち合わせという予定を立てていたが、
調査資料が膨大であったために、まとめに時間がか
かったこと、12月の実習指導日が教員の都合で十分
に時間が取れなかったことから、最終的には１月に
調査結果と報告に関する討論を行うこととなった。
同時に、フォーラムでの調査報告の在り方や、プロ

グラムに載せるレジメや資料について話し合いがな
された。アンケート調査では、たくさんの、そして
大変貴重な自由記述がなされており、これをどのよ
うにまとめるかが問題となった。もちろん、公にす
る場合に個人情報を秘匿する必要があるのは当然と
しても、その上で資料集として全ての意見を書き出
したものをフォーラム参加者に配ることも検討され
たが、それだけで40～50ページにも及ぶこともあり
断念した。次第に、教員の方でも役割分担が進み、
調査結果の分析と提示の仕方については岡田先生に
指導を仰いだ。この時点では、フォーラムやパネル
ディスカッションのスタイルに関して、教員と学生
それぞれにイメージがあり、それが必ずしも一致し
ていなかったことが課題であった。すなわち調査報
告を基にして、パネルディスカッションをするので
あれば、その後の打ち合わせの時間が必要なために
調査のまとめの期日をもう少し早める必要があった
であろうし、また当日の発表時間や方法において
も、もう少し検討する余地があった。いずれにせよ、
今回初めてのフォーラムを開催するにあたっては、
初めてであるから止むを得ないところもあるが、関
係者一同に意識の共有が不十分であったこと、私自
身が全体像を初めから見通すことが出来ていなかっ
たために１年間の準備時間の配分が上手く出来な
かったことが最後まで課題であったと反省してい
る。１月以降は、本番までの準備やリハーサルが行
われた。大会副会長で当日の会場責任者の佐々木先
生と運営部長の小林氏に、綿密な計画の立案とその
実践に遺憾なく力を発揮して頂いたお陰で、大きな
トラブルもなくほぼ予定通りにフォーラムを開催す
ることが出来た。改めて感謝の意を表したい。そし
てフォーラムでは、テーマとした「医師の目、親の
目、教師の目」から内容的には広がってディスカッ
ションがなされた。保護者の会の野坂氏のお話は、
子どもとの歩みを振り返りながら具体的なエピソー
ドにあふれたものであり、教育関係者や医師には改
めて気付かされることが多かったと思われる。ま
た、参加された保護者の方の中には、野坂氏の発表
に大いに勇気づけられたと後で話された方もおられ
た。現職教員として、医師との連携との中で上手く
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いった例、失敗した例を簡潔に述べた高山氏の発表
も好評で、学校現場からはそうした具体例を知りた
いという要望が強いことが窺われた。板橋区教育委
員会の菊地先生と東京都教育委員会の山中先生から
は、それぞれの立場での取り組みを披露して頂き、
またディスカッションでは保護者の方の発表や調査
報告を踏まえての発言や提案をして頂き、互いに問
題意識を高め合うことが出来たと思う。フォーラム
参加者に対して実施したアンケートは、約半数の方
から返答を頂き、その多くの方から好意的な感想が
寄せられた。また次回のフォーラムにも参加したい
旨が記されていた。今後のフォーラムで取り上げて
欲しいテーマについても様々な意見を頂けたため、
次年度はそれを参考に計画されることと期待してい
る。
教職大学院での初年度を振り返って、すべてが手
探りの状態で開始したため不安だらけであったが、
行動しながら多くのことに気づかされた１年でも
あった。「教育と医療の連携」とは何なのか？その
ことにおける大学院の役割とはどういうものなの
か？について自問自答する。講義や実習やフォーラ
ムを通じて、学生にどの程度実践に役立つ有効な知
識を与えることが出来たであろうか。医学知識は、
すぐに古くなる。もちろん何十年も変わらない真理
もあるのであろうが、学校現場に必要な知識とは、
その場でどうするかという今必要なものである。そ
のような知識は、実は医学医療の進歩とともに変
わっていく類のものである。従って、大学院で学び
詰め込まれた知識を各自が常に新しいものへ書き換
えていかなければならない。その作業を怠り、古い
知識に頼ることは誤りを生むことにもつながる。私
が、この大学院の限られた時間の中で、学生に伝え
られることは多くはない。全く知らない世界には尻
込みするだろうが、少しでも知っていれば立ち向か
うことが出来るかもしれない。教育現場における医
学・医療問題に積極的に関わっていける教員を育て
ることが私の使命と考えている。その意味では、学
生が卒業し、教育現場でどのような活動が出来るか
で私に課せられた使命が果たされたか否かの判断が
できるであろう。その意味で、現職教員であるス

クールリーダー・コースの学生は、学校での実際の
医療的な課題に対する問題意識が高いため、講義内
容や実習での経験を今後に生かすことは比較的容易
であると思われるが、教員としての経験がないスト
レートマスター・コースの学生にどのようにそのよ
うなモチベーションを持たせるかが課題である。特
に、１年目のストレートマスター・コースの学生に
は実習の機会がなかった。その為、２年目の学校で
の実習において、学校における医学や医療に対する
問題意識を高めるように指導し、実習校における課
題への取り組みを支援していかなければならないの
ではないかと考えている。タイトなカリキュラムの
中で、どの程度関われるかは疑問であるが、必要な
ことと捉えている。
ところで、私自身の医師としての専門性を考えた
ときに、発達障害児の支援を教育との連携の中で実
行できるのであれば、それは願ってもいないことで
ある。そしてその実践に大学院生に参加してもらう
ことが最も実質的な実習にもなることと思う。教育
者、臨床心理士、学校心理士、実験心理士、医師や
作業療法士や言語聴覚士、保護者や有識者を含んだ
チームとして発達障害児の支援を行うような「発達
センター」の設立が私の夢である。それは既存の療
育センターでもなく、単なる教育支援センターでも
ない。そのような組織が実際に作られるかどうかは
わからないが、その必要性を訴えるとともに、立場
を超えて互いの専門性を理解し合うための勉強会や
研修会を行う必要があると考えている。
日本の教育制度の改革の切り札として位置づけら
れている教職大学院には、さまざまな問題が山積み
されているように思う。しかし、学問の良さは自由
があることである。たとえそれが実践に重きをなす
ものだとしても。大学院は、様々な課題を解決しな
がら前に進む意欲を持った教員と学生の共同作業で
新しい世界を切り開いていくところだと思う。帝京
大学教職大学院は、今のところ日本で唯一、「教育
と医療の連携」の視点をカリキュラムに取り組んだ
教職大学院である。その任務を与えられていること
に感謝しつつ、２年目のさらなる進歩を目指して努
力しようと思う。


