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Analysis of the national examination for judo-therapist:
Focused on 187 clinical cases questions
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Abstract: This study is an analysis of the clinical case questions in the national examination for judotherapist. Current medical education has shifted its focus from knowledge-oriented method to problembased learning; therefore, clinical case questions are important. A review of the examination revealed
that questions regarding soft tissue injury are most frequently seen, reflecting the cases typically treated
in judo-therapy clinics. Furthermore, a trend toward an increase in questions related to clinical ability
was observed. These trends should be incorporated into the curriculum.
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1．はじめに

柔道整復師国家試験（以下国家試験）の専門分野 注 1)
において，はじめて臨床実地問題が出題されたのは

本邦における医学教育は従来，知識の習得に重点が

1995 年の第 3 回であり，1999 年の第 7 回からは 10 問

置かれ，より多くの知識がある学生を優れていると評

前後が出題されている（表 1）。臨床実地問題は，国家

価してきた 1,2)。しかし，2000 年頃より医学教育の学

試験問題に占める割合は決して高くはないが，現在の

習形態には変化が生じ ，知識偏重型の学習から実

医学教育の潮流を考えると柔道整復師養成の上で重要

際の臨床に準じた問題解決型学習（Problem-Based

な位置づけにあると思われる。しかし，国家試験で出

Learning: PBL）へ，更にはチーム基盤型学習（Team-

題された臨床実地問題を調査した論文は渉猟できず不

Based Learning: TBL）やラージクラス・チュートリア

明な点が多い。そこで今回，国家試験問題の傾向を把

ル形式の導入など 4) 多様化がみられる。2013 年度版の

握することを目的として，専門分野から出題された臨

医師国家試験出題基準には，
「列挙された特徴的なキー

床実地問題を調査したので報告する。

3)

ワードから疾患名を想起させるのではなく，症候から

2．方

優先順位を考慮しつつ鑑別診断を進めていくという臨
床医の思考過程に沿った問題を作成するように努め
（中略）その具体的な方向性としては「臨床実地問題」

法

1）対象
第 1 回〜 24 回の国家試験において，専門分野から出

の出題を軸としつつ基本的臨床能力を問う出題に重点

題された臨床実地問題（患者の年齢，性別，主訴，画

化していくことが望ましい。」 との記載があり，現在

像所見などに基づき診断名，処置方法，合併症などを

の医学教育における学習評価の傾向がうかがえる。

導き出す問題）187 問を調査対象とした。

5)

柔道整復師国家試験における臨床実地問題の出題傾向について
表 1 国家試験（専門分野）における臨床実地問題
出題数の推移

表2

選択肢の内容による分類（12 項目）

2）調査方法
対象とした 187 問を「疾患の種類」，「疾患名」，「選
択肢の内容」の 3 項目についてそれぞれ調査した。疾
患の種類については，出題された問題を骨折，脱臼，
軟部組織損傷 注 2)（以下軟損）の 3 つに分類した。疾患
名については，設問文から疾患を想定し出題回数ごと
に分類した。選択肢の内容による分類は，問題が求め
ている解答を精査し 12 項目に分類した（表 2，3）。

3．結

果

1）疾患の種類による分類（図 1）
疾患の種類については軟損からの出題が最も多く，
187 問中 99 問（52.9％）であった。骨折からの出題は
68 問（36.4％），脱臼は 16 問（8.6％）であった。また，
187 問のうち 4 問は種類の判別が不能であった。
2）疾患名による分類（表 4）
出題された 187 問のうち，問題文および選択肢から
疾患の特定が困難であった 21 問を除いた 166 問につい
て，疾患名ごとに区分した。疾患総数は 84 で，平均出

表3
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ほか
題数は 2.0 問であった。出題数が最も多かったのは「上
腕骨顆上骨折」で，過去 24 年間に 12 問の出題があっ
た。次いで出題が多かった疾患は「腱板損傷」と「遅
発性尺骨神経麻痺」の 6 問で，
「アキレス腱断裂」の 5
問がこれに続いていた。
3）選択肢の内容による分類（表 5）
選択肢の内容による分類で最も多くみられたのは診

図1

断名を導き出す問題で，187 問中 101 問（54.0％）と全

疾患の種類による分類
表4

疾患名による分類（出題数順）

161
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表5

選択肢の内容による分類

り，軟損に関する記載は 30％に満たない。この傾向は
国家試験にも現れており，専門分野からの出題（臨床
実地問題は除く）のうち，軟損が占める割合は 12 〜
17％程度と報告 9,10) されている。しかし，臨床実地問
題では軟損からの出題が 52.9％と最も多く，他の問題
とは傾向が明らかに異なっていた。教育者が出題傾向
を理解することは教育内容の比重の検討につながり，
効率的な学習が実践できるといわれており 11)，今回の
調査によって臨床実地問題における軟損対策の重要性
が確認できた。
疾患名による分類についてみると，平均出題数が 2.0
問，標準偏差が± 1.6 であったことから，4 問以上の出
題は頻出傾向にあると考えられた。具体的には，
「上腕
骨顆上骨折」，
「腱板損傷」，
「遅発性尺骨神経麻痺」，
「ア
キレス腱断裂」，「上腕骨外側上顆炎」，「下腿コンパー
トメント症候群」，「コーレス骨折」，「鎖骨骨折」，「手

体の半数以上を占めていた。以下，症状に関する問題

指骨骨折」，「膝前十字靭帯損傷」が該当し，このうち

16 問（8.6 ％）， 特 徴 な ど を 説 明 し て い る 問 題 15 問

の半数は柔道整復師養成施設の教育水準の維持向上と

（8.0％），初期処置に関する問題 13 問（7.0％），合併症

その充実を図る目的のため発足した認定実技審査の内

に関する問題 12 問（6.4％）の順であった。

4．考

察

柔道整復師の業務は，厚生省（現厚生労働省）健康
政策局医事課編の逐条解説にある「骨折，脱臼，打撲，

容 12) と合致していた。すなわち，臨床実地問題は柔道
整復師にとって実技の上で重要と考えられている疾患
と相関がみられ，実技教育の充実が臨床実地問題の対
策に結びつく可能性が示唆された。
選択肢の内容による分類では，診断名を導き出す問

捻挫等に対しその回復を図る施術を業として行なうも

題が 50％以上を占め，他の問題と比べ出題率が高かっ

のである」 という記載を根拠としているが，「ほねつ

たが，その傾向には近年，変化が見られる。図 2 は，

ぎ」，「接骨院」などの名称で認知されているように，

第 7 回以降の国家試験における診断名を導き出す問題

業務の主体は骨折，脱臼に対する施術である印象が強

とそれ以外の問題の出題推移を示したものである。第

い 7)。公益社団法人全国柔道整復学校協会監修の「柔

20 回の国家試験を境に両者の出題数は逆転し，診断名

道整復学・理論編」 においても，各論全体の 72.7％に

を導き出す問題は減少傾向となっている。臨床実地問

相当する 201 頁が骨折，脱臼に関する記述となってお

題は年齢，性別，原因，症状などの患者情報に基づき

6)

8)

図2
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解答を導き出す問題であるが，近年増加傾向にあるの
は，説明文から診断名を導き出した上で，その疾患の
症状や特徴，合併症，治療法に答える二段階形式の問
題であり，この形式ではより高い臨床的能力が要求さ
れる。つまり臨床実地問題の難易度は年々上昇傾向に
あると考えられ，国家試験対策としても定期的な見直
しが必要と思われる。
なお，臨床実地問題への対策学習について，加藤ら 13)
は歯科大学において「臨床実地問題作成演習」を導入
した結果，臨床症例に対する理解度が深まったと報告
している。佐々木 14) は，臨床工学技士の教育において，
問題の難易度にかかわらず反復学習が効果的であり，
問題解決型の例題を繰り返し実践することが重要であ
ると述べている。他の医療領域における対策を参考に
しながら，国家試験問題に更なる分析を加え，効果的
な臨床実地問題対策の構築が今後の課題である。

5．ま と め
1）第 1 回〜 24 回の国家試験において専門分野から出
題された臨床実地問題を対象とし，疾患の種類，
疾患名，選択肢の内容の 3 項目について調査を行
なった。
2）臨床実地問題は軟損からの出題が全体の 52.9％と
最も多く，通常の問題と出題傾向が異なっていた。
3）出題された問題を疾患名で分類すると，頻出傾向
にあった項目は認定実技審査の項目に類似してお
り，実技教育の充実が臨床実地問題の対策に結び
つく可能性が示唆された。
4）近年の出題傾向として，二段階形式の問題が増加
傾向にあり，より高い臨床的能力が必要と考えら
れた。

6．注
注 1) 柔道整復師国家試験の出題科目は解剖学，生理学，
運動学，病理学概論，衛生学・公衆衛生学，一般臨
床医学，外科学概論，整形外科学，リハビリテーショ
ン医学，関係法規の 10 科目からなる専門基礎分野と
柔道整復理論からなる専門分野に区分される。
注 2) 軟部組織損傷とは，骨，軟骨以外の構造物である筋，
腱，靭帯などの損傷であり，一般的には捻挫や筋お
よび腱の断裂，挫傷，打撲などの外傷を指す。しか
し本調査では神経麻痺や骨端症，各症候群などの疾
病，障害も広く軟損として区分した。

ほか
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