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抄録：OSCEの態度評価における評価者間の評価の

不一致という問題点の解決，映像・音声の記録，客

観的な再評価などの目的で，OSCE 態度試験再評価

システムを考案，作製した。このシステムによっ

て，OSCE 態度試験を複数の評価者が PC上で評価

すると同時に，そのリアル映像・音声を電子ファイ

ルで記録することが可能となった。そして，評価者

間の不一致項目は再評価シートとして自動抽出さ

れ，再評価者によって２人の評価者の点数，映像，

音声を確認可能となった。よって，これまで困難で

あったOSCEの評価不一致に関する再評価が可能

となった。さらに，各評価者，被評価者へのフィー

ドバックが可能となったことから，今後の態度教育

にとって極めて有用であると考えられた。

緒 言

Harden ら１）によって１９７５年に提唱されたObjec-

tive Structured Clinical Examination（OSCE）は，

態度，技能，知識を総合的に評価でき，評価の妥当

性と高い信頼性を併せ持つ画期的な試験として日本

でも「客観的臨床能力試験」の名称で普及してきて

いる２）。また，近年提示された「モデル・コア・カ

リキュラム」の中でも歯科医学教育における知識教

育から態度・技能教育への一部転換の必要性が記さ

れていることから，卒前における臨床実習の充実が

議論されるようになってきた３）。

現在共用試験OSCEでは，評価者間の評価のす

り合わせ，評価後の再評価は行われていない。この

点は今後どのような方向へ向かうかは不明である

が，少なくとも各臨床講座が行なうOSCEの態度

評価は，評価項目によって評価者間で評価が分かれ

るという点が問題視され議論となっている４）。菅沼

ら５）は，その対処法として，評価マニュアルの曖昧

な表現を避け，明確な判断基準を提示すること，評

価シートの記載位置と評価時期の時系列を整合させ

ること，複数の内容を細分化してチェックリスト形

式で評価すること，および事前打ち合わせの段階で

マニュアル解釈を徹底させる事が評価者間の一致度

を向上させるために必要だと述べている。しかしな

がら，これらの方策によって一致度が向上したとし

ても，ペーパー試験のような答案用紙が残っている

わけではなく，何らかの問題によって評価が一致し

なかった場合の再評価の確実な方法は見出せていな

い。

OSCEの態度試験の学生へのフィードバック教育

を目的の一つとした「実技教育支援ソリューショ

ン：スキルクリエーター」が SONYより販売され

ている。これは，OSCEの試験の様子を iLink で接

続されたVTRから映像素材として取り込み，デジ

タル化し，試験後エンコードした映像に評価者がコ

メントなどを書き加え，評価・コメントされたコン

テンツを配布用コンテンツとしてエクスポートし，

CD-R などのパッケージメデイアで被評価者（学生）

へ配布するというものである６）。しかし，その操作

に膨大な時間と労力がかかるなどの欠点から，ほと

んど普及していない。このシステムの目的は評価者
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間の不一致を修正するというものではないが，

OSCEを映像として保存できるという点では，

OSCEの再評価に応用できると思われる。

そこで我々はOSCEの態度評価に関する評価後

の問題点を克服するため，試験の様子を音声ととも

に映像として記録し，さらに評価者間で不一致がみ

られた項目に関して，簡便に抽出，再評価が出来る

システムを考案したので報告する。

システム全体（図１）

学生のOSCE実習試験のリアル映像・音声を電

子ファイル（圧縮映像音声ファイル）で記録して年

度，講座名，回数，番号の固有の名前でデータベー

スサーバに登録する。そして，予め決められた合否

ラインによって，不合格者や試験官の評価点数に隔

たりがある場合に再評価する。データベースに年度

（西暦），講座名，試験回数，学生番号からアクセス

して，登録済みの映像・音声と評価結果を PCの画

面上に呼び出す。再評価官は再評価シート上（PC

画面内）で評価すると同時に試験官，学生に対して

その再評価の内容をフィードバックできるシステム

とした。

仕 様

１．データファイル

設問ファイルは，年度（西暦），講座名，試験回数

のみで判別し，マイクロソフト社のエクセルで作成

した「CSV」ファイルとした。

評価結果固有データは，年度（西暦），講座名，試

験回数，学生番号のみで判別する。

試験官は各ステーション２人とし，システムでは

それぞれの名前を「Ａ」，「Ｂ」，再評価者の名前を

「Ｓ」と固定して管理する。ただし表示は自由に入

力することができる。また，ステーションの数に限

りはない。

２．データファイルの保存場所

映像・音声ファイル，試験評価ファイル，設問

ファイルはデータベースサーバ（VODサーバ）の決

められた場所に保存する。

３．データファイルへのアクセス（読み出し）

再評価シートプログラム上で実行する。予め決め

られた「ユーザー名」「パスワード」により制限す

るものとする。

４．評価データの出力

３で読み出された評価結果データを任意のファイ

ル名でセーブする。そのファイルはマイクロソフト

社のエクセルファイルとし，エクセルによってプリ

ントアウトできることとした。

５．設問ファイルの作成

作成プラットホームはマイクロソフト社のエクセ

ルとした。ファイルは「CVS」ファイルとした。

６．項目

表１に示す項目を設定した。

ファイルはデータベースサーバ（VODサーバ）の

決められた場所に保存する。

７．試験シート（図２）

１）設問ファイルの表示

講座名の設問ファイル一覧から選択して，データ

ベースサーバから設問ファイルをダウンロードして

表示する。

２）学生番号の決定

番号はキーボードから入力またはドロップダウン

リストから選択し，試験開始中は変更できない。

３）試験開始・終了

図１ システム全体図
OSCE実習試験を複数の試験官が PC上で評価す

ると同時に，そのリアル映像・音声を電子ファイル
で記録して年度，講座名，回数，番号の固有の名前
でデータベースサーバに登録する。そして，予め決
められた合否ラインによって，不合格者，試験官の
評価点数に隔たりがある場合に再評価する。
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「試験開始」ボタンにより開始できる。そのとき

試験の固有データ（年度（西暦），講座名，試験回

数，学生番号）を表示して確認する。

終了は再度「試験開始」ボタンをクリックする。

ただし，評価が決定されていないときは警告する。

４）映像・音声の記録・停止

記録は「記録中」ボタンをクリックする。試験開

始と同期することはない。ただし，試験の固有デー

タが決まっていない場合は記録を開始できない。

停止は「記録ストップ」ボタンをクリックする。

そのコンテンツは必ずデータベースサーバにVOD

コンテンツとして登録される。ただし，評価が決定

されていないときは警告する。

５）採点

「評価点」のボタンをクリックする。ボタンの数

字は予め設問ファイルで決められた点数を表す。そ

のつど下画面「試験結果」のプロセス，およびコン

テンツスコアー小計に加算された点数を表示し，合

計を総スコアーに表示する。採点の変更は自由にで

きる。

６）評価集計・評価決定

評価集計……合否の判定，概略評定（６段階），正規

化点数（％）を計算し表示する。

評価決定……評価を決定し，データベースサーバに

結果を転送する。

評価集計・評価決定は何度でもやり直すことがで

きる。

最終のデータがデータベースサーバに記録され

る。

未評価の設問があればその旨警告する。

７）同時進行試験シート

原則２台の PC（試験官２人）で行うものとする。

８）PCのシステム要件は，表２の通りとした。

８．再評価シート（図３）

１）試験結果データの表示

年度（西暦），講座名，試験回数から該当の結果

データファイルの一覧を表示し，その中から選択す

ることで表示する。

ファイルデータの一覧の条件は

表１ 設問ファイルの入力項目

図２ 試験シート例
講座名の設問ファイル一覧から選択して，デー

タベースサーバから設問ファイルをダウンロードし
て表示した試験シートの一例。

表２ PCのシステム要件

図３ 再評価シート例
再評価シート上に「映像開始」ボタンのクリック

でOSCEの映像，音声が再生される。
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� 不合格者

� 試験官の採点差が基準以上

� 合格者

� 全部とする。

２）記録済み映像・音声の再生

「映像開始」ボタンのクリックで開始される。

再生モード，標準再生，一時停止，早送り（順方

向早再生），巻き戻し（逆方向早再生），停止再生位

置変更（スライドバーの移動による）を設定した。

３）再評価

「再評価」のボタンをクリックする。ボタンの数

字は予め設問ファイルで決められた点数を表す。そ

のつど下に加算された点数と正規化評価点（％）を表

示する。

４）評価集計

評価結果の「評価集計」ボタンで集計し，データ

ベースサーバに試験官名「Ｓ」として結果データを

転送する。集計は変更することができる。

未評価の設問があればその旨警告する。

５）評価データの出力

� で読み出された評価結果データを任意のファ

イル名でセーブすることができる。

そのファイルはマイクロソフト社のエクセルファ

イルとし，エクセルによってプリントアウトでき

る。

６）データファイルへのアクセス（読み出し）

� での結果データ読み出しは，予め決められた

「ユーザー名」「パスワード」により制限する。

７）登録済みデータの処理

不要になった学生試験データ（評価データ，実試

験映像・音声）は手動で削除することが可能となる

ように設定したが，これはパスワードによって限ら

れた教員だけが操作できるものとした。

９．映像・音声エンコーダは，表３の通りとした。

考 察

平成１７年度正式実施となった共用試験OSCE

は，共通の評価シート，評価マニュアル，運営実施

要項に従って行われている。数年前から共用試験

OSCEトライアルとして各大学で実施され，いくつ

かの問題点がトライアルの中で抽出され議論されて

きた。現在共用試験OSCEでは，評価者間の評価

のすり合わせ，評価後の再評価は行われていない。

しかし，各臨床講座が行うOSCEの態度評価は，

評価項目によって評価者間で評価が分かれるという

点が問題視され議論となっている４）。OSCEの評価

の一致度に関しては，Cohen の Kappa 値７）を算出

し，その値を一致度の指標として検討されてき

た４，８）。このKappa 値は，複数の評価者の評価が一

致する割合に偶然に一致する確立を考慮して算出し

たものであるが，菅沼ら５）は，同じ一致率でもKappa

値が大きくなることや計算不能になることもあると

報告し，その問題点を改良し，評価マニュアルの表

現方法，明確な判断基準などについての見解が重要

であると考察している。

しかしこれまで報告がみられる評価の一致性に関

する議論４，５，８，９，１０）では，一致度が低かった場合の再評

価については考慮されていない。この理由は，答案

用紙での試験のようにその試験について再検証がで

きないからである。我々が今回考案したシステム

は，この点を最も重要なOSCE評価の問題点とし

て捉え，一致しなかった場合に，２人の評価者では

ない第３者の評価者を「再評価者」としておき，再

評価が簡便に出来るものを目標とした。

次に本システムの仕様の特に考慮した点について

考察する。

設問ファイルは，事前にエクセル（マイクロソフ

ト社）上で作成し，データファイル（CSVファイル）

として保存する形とした。これは，OSCEにおける

評価項目の内容は各講座によって違っているという

理由から，試験ごとに簡便に評価項目を入力できる

形式とした。この設問ファイルは，データベース

表３ 映像・音声エンコーダ
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サーバに保存されるため，年度（西暦），講座名，試

験回数を入力することによって，混乱することなく

確実に必要な設問ファイルを呼び出してくる事が出

来るような形式とした。

試験シートは，設問ファイル一覧から選択し，

データベースサーバから必要な設問ファイルをダウ

ンロードして表示する形とした。また，評価者は学

生番号を入力するが，この番号を誤って入力すると

集計の際に混乱が生じると思われた。そこで，入力

も可能であるが，ドロップダウンリストから選択す

ることも可能な状態にした。このドロップダウンリ

ストは試験の前に，各評価者が担当する学生の範囲

のみを設定可能な状態にして，可及的に少ない中か

ら選択が出来るように設定した。

評価の集計は，素点の合計だけでなく，１００点換算

が自動的に一覧として表示できるようにした。設問

によって重みづけが違うこともあると考えられたた

め，設問入力の時点で各素点は設定できる形とした。

再評価シートでは，各講座により任意に設定した

不合格者，各評価者間で許容する不一致度を超えた

場合などを自動抽出して PC画面上に呼び出せる形

とした。ここで両評価者の採点結果，映像，音声を

再確認した後，再評価を行ない，再評価点という最

終的な点数を入力できる形とした。この作業によっ

てこれまでOSCEが抱えていた評価の問題点を第

３者による「再評価」という形で正確に点数をつけ

ることができるようになったと考えている。

結 論

OSCEの態度評価における評価者間の評価の不一

致という問題点を解決する目的で，以下のOSCE

態度試験再評価システムを考案，作製した。

１）OSCE態度試験のリアル映像・音声を電子ファ

イルで記録する。

２）評価項目は事前に任意にエクセルファイル入力

し，設問ファイルとして整理，保存される。

３）評価者間の不一致項目は再評価シートとして自

動抽出され，再評価者によって２人の評価者の点

数，映像，音声を確認後，再評価され，点数を修

正することができる。

本論文の要旨は，東京歯科大学平成１７年度教育ワーク
ショップ（２００６年７月１４日，千葉市）において発表した。
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Abstract : To resolve problems arising from inconsistent evaluation among examiners，we designed a

re-evaluation system of the OSCE attitude test by recording images and sounds，and objective re-

evaluation． This system allowed evaluation of the OSCE attitude test by multiple examiners on a PC，

and simultaneous recording of real images and sounds as an electronic file． Items inconsistent among ex-

aminers were automatically extracted as a re-evaluation sheet，and confirmation of the scores，images，

and sounds by the two examiners became possible． This system enabled re-evaluation of inconsistent

OSCE evaluations，which was previously difficult． Furthermore，this system allows feedback to each

examiner and examinee，which may be very useful for attitude education in the future．

（The Shikwa Gakuho，１０６：３７９～３８４，２００６）
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