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原著

薬学部 6年生教育への改変型 Team-based Learningの導入と
その成績向上効果の検証

井上　信宏，中島　りり子，山内　理恵，大野　修司，久保　元，浅井　和範

星薬科大学薬学教育研究センター薬学教育研究部門

本研究では，薬学部 6 年生に対する改変型 team-based learning（m-TBL）の成績向上効果を検討することを目的として，病
態・薬物治療分野の問題を用いる m-TBL 演習を実施した．従来の TBL と異なり，個人及びグループテストには難易度が同
等になるように調整したそれぞれ別の問題セットを用いた．その結果 m-TBL 演習を行った試験群では，グループテストの
得点が個人テストと比較して有意に高かった．また試験群と，同一課題を自主学習する対照群との，演習期間前後の試験
成績を比較した結果，その得点向上率は試験群の方が有意に大きかった．さらにアンケートの顧客満足度分析の結果から
各試験の難易度は同等と評価され，因子分析の結果と試験成績から，TBL に期待している学生ほど成績が高いことが明ら
かとなった．以上のことから，m-TBL が 6 年生の成績向上に効果的であることが示された．
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目 的

近年の医療系大学の学部教育では，臨床における実践能力
等を身につけるための方策として問題基盤型学習（problem-

based learning: PBL）やチーム基盤型学習（team-based learning:

TBL）に代表される能動的学習法が注目されている．1969 年
に H. Barrows から提唱された PBL は，臨床推論の方法や知識
を学ぶことのできる学習方法として，医学部 1) や看護学部 2)，
また薬学部 3,4) に導入されており，医療系学部の教育において
効果があると一般に認知されている．一方で PBL を適切に行
うためには，スモールグループの数に応じた均質で指導力の
あるチューターや，グループ学習に適した学習環境などの整
備が必要になる．1970 年代に L. Michaelsen により開発された
TBL は，PBL と比べ人的・物的資源が少なく済み，学生数が
200 人程度の大規模な講義でグループ学習させることができ
る効率の良さと，数名でグループ学習させる教育効果の高さ

連絡者：井上信宏　
〒 142-8501 東京都品川区荏原 2-4-41
星薬科大学
TEL: 03-5498-5219, E-mail: n-inoue@hoshi.ac.jp

を併せ持っている 5)．TBL のこうした利点から，アメリカで
は従来用いられてきた経営学や自然科学における学部教育だ
けでなく，医療系学部の教育においても導入が進んでいる 6)．
日本では 2010 年前後に医学部で TBL の手法が紹介され 5)，医
学専門教育における教育効果を報告しているほか 7,8)，歯学
部 9) や看護学部 10) でも TBL による教育が行われている．その
後薬学部でも TBL が導入されており，薬物治療や薬剤師業務
の体験実習などの科目で実施されている 11,12)．

以上のように TBL は，薬学部を含む医療系学部の教育にお
いて有用であると考えられている．しかしその有効性に関す
る知見は，相互学習や学習意欲，問題解決能力などに着目し
たものがほとんどであり e.g. 10–14)，グループ学習での知識の共
有や獲得による学習成績の向上効果に焦点を置いた報告につ
いては数報 8,15) しかない．さらに，薬学部で教育すべき基本
的な知識等と実践に関する総合的能力が問われる薬剤師国家
試験の合格を指向した TBL の教育効果を検討した報告はまだ
みられない．そこで我々は薬学部 6 年生を対象とした薬学専
門科目に TBL を導入し，学習成績との関連を明らかにするこ
とを目的とした．本研究では，学生により多くの専門知識を
効率よく獲得させるため，各確認テストを同じ問題で行う従
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来の TBL とは異なり，同等難易度に調整した別の問題セット
を各テストに用いる改変型 TBL（modified TBL, m-TBL）で演
習を行った．この m-TBL 演習（以下，演習と表記する）の学
習内容は，基礎から応用までの幅広い薬学専門知識を統合的
に利用することが求められる病態・薬物治療分野とした．演
習の際にはルーブリック評価表を配布し，主にグループ学習
への取組み方や省察の目安とさせた．そして m-TBL の学習効
果を成績向上率の測定により評価し，演習の設計に関する妥
当性をアンケート調査結果に基づく顧客満足度（CS）分析に
より確認した．加えて，m-TBL により成績が向上する学生を
事前に把握することは，個々の学生にとってより効果的な学
習方法の選択を可能にするため，どのような学生が TBL に適
しているかを因子分析により検討した．

方 法

1．対象
本学薬学部の 6 年生を対象とし，5 年生までの grade point

average（GPA）に基づいて，演習を実施する試験群と実施し
ない対照群に 30 名ずつ割り当てた．試験群の GPA の平均と
標準偏差は 2.36 ± 0.17 であり，対照群のそれは 2.85 ± 0.20 で
あった．

2．m-TBL演習の実施
演習は，6 年生前期に設置されている選択科目の「薬学特

別演習」において実施した．演習のグループは，メンバーの
成績および男女比が均一になるよう調整した 6 人で構成し，
5 グループを組んだ．演習課題は，改訂薬学教育モデル・コ
アカリキュラムに準拠した，代表的な 8 疾患の病態・薬物治
療の国家試験程度の問題を中心とし，薬理に関連する問題も
併せて使用した．演習方法は L. Michaelsen の方法を参考に，
TBL の 3 つの段階のうち readiness assurance process を改変した
プログラムとした 16)．図 1 に示すように，演習は週 1 日 75 分
×2 コマを 1 ユニットとした学習を 7 日間と，前後のプレおよ
びポストテストで構成され，学生には 2–8 回目の学習内容に
ついてシラバスに基づき予習しておくように指示した．演習
1 回目のプレテスト（50 問，100 分）では，学習を行う前の学
生個々の演習課題に関する学力を測定した．2–8 回目の 1 コ
マ目は，前回成績のフィードバックを行った後，50 分間の個
人学習（参考書あり）を行わせ，続いて個人確認テスト

（individual readiness assurance test（IRAT），10 問，20 分）を実
施した．2 コマ目は，前週の課題に関して簡単な補足講義を
行った後，グループ確認テスト（group readiness assurance test

（GRAT），10 問，20 分）について，参考書等を用いずにグルー

プ全員で討議させ解答を導かせた．正答は全グループの解答
直後に，掲示により公開した．演習 9 回目に，学生個人の学
力を評価するためのポストテスト（50 問，100 分）を実施し
た．原則として，プレテスト，ポストテスト，IRAT 及び GRAT

には，過去に本学で実施した試験の中から全国平均正答率の
明らかな問題を使用し，それにより各試験の難易度が同等と
なるように調整した．また各問題が有する全国平均正答率の
算術平均値をその試験の予想正答率とし，各群の平均得点率
との比較検討に利用した．ルーブリック評価表は 5 つの観点
とそれぞれ 5 つの基準で構成され，各観点の最高点を 5 点，
合計 25 点とし（表 S1），これを演習の 1 回目に配布し 9 回目
に自己評価させた．対照群では試験群と同じプレテストを実
施した後，試験群の IRAT 及び GRAT で使用した課題を配布
して，m-TBL は行わず試験群と同じ期間，教員が監督しない
形式で自己学習を行わせた．また，対照群は試験群と同じ日
時にポストテストを実施した．

3．アンケート調査
1）アンケート調査の実施と単純集計

ポストテスト終了後に，演習に対する姿勢や演習への評価
等を質問する 30 項目のアンケート調査（表 S2）を試験群に
のみ実施した．調査にはアンケート等の無料作成ツールであ
る google フォームを利用し，学生個人の所有するスマート
フォン等により回答させた．得られた回答は表計算ソフトに
より単純集計した．

図1 m-TBL 演習のスケジュール．演習の 1 ユニットは 2 コマから構
成され，週に 1 日行った．1 コマ目の開始 5 分間に前回成績の
フィードバックを（*1），2 コマ目の開始 15 分間に前回の問題
の簡単な解説を（*2）それぞれ行った．また，特に指導が必要
と考えられる内容に関しては，対照群の学生に対しても掲示
により周知した（*3）．試験群は全 7 回の TBL 演習による学習
を行い，対照群はその期間同じ課題を教員が監督しない形式
で自主学習した．どちらの群もプレおよびポストテストを実
施した．IRAT: individual readiness assurance test. GRAT: group
readiness assurance test.
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2）CS分析
分析は相良ら（2006）の方法に従い，結果を明確にするた

めトップ 2 分析とした 17)．名義尺度の質問（Q8，Q23–27）は
除外し，重要度（各質問と総合評価（Q30）の相関係数）と
満足率（各質問の全回答数に占める上位 2 段階の合計の割
合）を指標として散布図を作成した．散布図は 2 変数の平均
値で境界線を引き，4 象限とした．第 1 象限は満足率と重要
度がどちらも高いため，重点維持分野と設定した．同様に第
2 象限は，重要度は低いが満足率が高いため維持分野と，第
3 象限は重要度も満足率も低いため改善分野と，第 4 象限は
重要度が高いが満足率が低いため重点改善分野と設定した．

3）因子分析
分析には IBM SPSS Statistics Version 20 を用いた．質問項目

は，学生の TBL に対する適性を因子として抽出するために，
それを表現すると考えられる Q3，Q5–7，Q9–14 の 10 項目を
分析に供した．スクリープロットおよび因子の固有値が 1 以
上であることを指標として，最尤法，プロマックス回転で探
索的因子分析を行った後，いずれの因子にも負荷の低い項目
を除き，最終的な共通性が 0.3 以上の項目を採用した．得ら
れた各因子の因子得点と，演習成果の指標としてプレテスト
得点からポストテスト得点の向上率（以下，プレ-ポスト得点
向上率とする）をプロットし，その相関係数から，TBL 演習
に適した特性を判断した．

4．統計解析
2 群間の検定には Student の t 検定を，3 群間以上の検定に

は反復測定 2 元配置分散分析を用い，多重比較は Tukey 法と
した．いずれの検定も，p < 0.05 を有意水準とした．

5．倫理的配慮
参加した学生には，本研究の趣旨および目的を書面および

口頭で説明し，収集したデータは厳重に保管されること，個
人が特定される情報は外部に示されないこと，学術発表され

ることについて，同意書に署名した者のみを解析に使用した．
（星薬科大学倫理審査委員会　承認番号　30-027）

結 果

1．試験成績の解析
各群の平均得点率と，予想正答率を表 1 にまとめた．各試

験はその予想正答率と標準偏差から，正答率が同じ程度の範
囲で分散した問題で構成されていることがわかるため，演習
を実施して得られた各得点は標準化等の操作をせずそのまま
使用した．

1）試験群内の IRATおよびGRAT得点率の比較
まず，試験群の IRAT 平均得点率は 51.0%であり，予想正答

率（58.6%）と比べると低い傾向にあった．一方 GRAT 平均得
点率は 78.6%で，予想正答率（58.8%）を上回った．

2）群間のプレおよびポストテスト得点率の比較
次に，試験群と対照群の成績を比較した．なお試験群の 2

名はポストテストを受験できなかったため解析から除外した．
プレからポストテストへの平均得点率の変化は，試験群（N

= 28）は 34.1%から 50.7%（p < 0.0001）に，対照群（N = 30）
は 35.8%から 40.5%（p = 0.025）に，それぞれ有意に上昇した．
またポストテストの得点率は試験群の方が有意に高かった

（p = 0.011）．さらにプレ-ポスト得点向上率は，試験群（1.53

倍）の方が有意に大きかった（p = 0.0006）．

2．ルーブリック評価表の集計
ポストテスト終了時に，試験群はルーブリック評価表に基

づいて自己評価を行った．その結果，各観点の平均点とその
標準偏差はそれぞれ，予習・復習の達成度は 4.85 ± 0.09，当
日の自己学習の達成度は 4.96 ± 0.04，積極性については 4.96

± 0.04，協調性については 4.96 ± 0.04，貢献度については 4.96

± 0.04 で，これらの合計点は 24.70 ± 0.05 となった．

表1 各群間の得点率の比較

N M/F IRAT GRAT プレテスト ポストテスト プレ-ポスト
得点向上率

予想正答率（Ave. ± SD） ― ― 58.6 ± 22.9 58.8 ± 24.3 55.9 ± 25.3 56.2 ± 25.3 ―
試験群（Ave. ± SEM） 28 13/15 51.0 ± 2.0 78.6 ± 1.0††† 34.1 ± 1.2 50.7 ± 2.1*,††† 1.53 ± 0.14***
対照群（Ave. ± SEM） 30 8/22 ― ― 35.8 ± 1.2n.s. 40.5 ± 2.0† 1.15 ± 0.11

有意差検定は Student の t検定もしくは反復測定 2 元配置分散分析後 Tukey 法で行った．予想正答率：各試験問題の全国平均正答率の総和を問題
数で除したもの．プレ-ポスト得点向上率：ポストテスト得点をプレテスト得点で除したもの．* p < 0.05，*** p < 0.005（試験群対対照群）．† p <
0.05，††† p < 0.005（同一群内の IRAT 対 GRAT もしくはプレ対ポストテストスコア）．n. s. 有意差なし（試験群対対照群）．
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3．アンケート調査の解析
1）単純集計

試験群に対して行ったアンケートの有効回答数は 28 件であ
り，まずこれらを単純集計した（表 S3）．そのうち，m-TBL

を評価する上で特に重要だと考えられる IRAT 及び GRAT の
問題難易度の同等性に関する質問（Q22）は，82%が同等ある
いは概ね同等と回答し，演習全体の満足感に関する質問（総
合評価，Q30）は 82%が満足したと回答した．また，個人学
習が役に立った人は 86%（Q1），TBL が役に立った人は 75%

（Q3），ルーブリックが学習の目安となった人は 89%（Q12），
情報共有ネットワークが役立つと思う人は 71%（Q25），自身
の知識や成績が向上した実感を持った人は 89%（Q28）だった．

2）CS分析
重要度と満足率を指標にした CS 分析を行った結果，維持

分野（第 1・2 象限）には試験難易度の同等性，ルーブリック
評価，および TBL の有効さに関する項目などが，改善分野

（第 3・4 象限）には試験難易度，演習の時間配分，および他
の講義への応用に関する項目などが分類された（図 2）．改善
度からは，最も改善すべき項目として Q9，Q17 および Q18 な
どが示された（表 S3）．

3）因子分析
TBL 演習に適した学生を把握するため，探索的因子分析を

行った結果，2 因子が抽出され，その累積寄与率は 66.9%であ

ることから，2 因子構造と推定した．さらに共通性が 0.3 を下
回った Q13 を除外し，最終的に累積寄与率 72.7%の 2 因子構
造として決定した．因子行列を確認すると，第 1 因子（因子
寄与率 48.3%）は TBL が楽しかったか，学習に役立つか，将
来の実力向上に結びつくかなど，TBL への興味や期待の項目
で負荷が高かったことから「TBL への興味・期待」と名付け
た（表 2）．同様に第 2 因子（因子寄与率 24.4%）は，ルーブ
リック評価に関する項目で負荷が高かったことから「ルーブ
リック評価への適合」と名付けた．次に，学生の特性である
この 2 因子の因子得点とプレ-ポスト得点向上率の相関係数を
調査した．その結果，プレ-ポスト得点向上率と第 1 因子の間
に有意な正の相関があり（r = 0.440，p = 0.019，図 3），第 2 因
子では弱い正の相関が見られたのみだった（r = 0.179, p =

0.362）．

考 察

本研究では，薬学部 6 年生に対する m-TBL の成績向上効果
の検証を目的に，国家試験に準じた問題を用いた TBL 演習を
実施した．我々の実施した m-TBL は，TBL の学習プロセスの
うち readiness assurance process のみを改変したものである．今
回の演習は，国家試験に向けた学習をまだ本格的に始めてい
ないと考えられる 6 年生へ進級直後の 4 月から行ったことも
あり，試験群のプレテスト得点率（34.1%）は予想正答率を大
きく下回った（表 1）．演習ではシラバスに従い予習するよう
指示したため，IRAT の得点率は予想正答率を下回ってはいる

図2 CS 分析の散布図．満足率：回答の 4 と 5 の合計を全回答数で除したもの．重要度：各質問と総合評価とのピアソンの相関係数．各象限
は 2 指標の平均値で分類した．

改変型 TBL の導入とその成績向上効果の検証
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が，プレテストよりは良い成績となった．またその後のディ
スカッションを経た GRAT では，得点率が大幅に上昇した．
GRAT では複数人のグループで問題を解くため，正答率が上
がるのは当然のことと思われるが，個人学習で得た知識はそ
れぞれで異なるものであり，その不明瞭な知識を他者に伝え
可視化する「外化」の作業を行わなければディスカッション
は成立しない．加えて，対象学生は 5 年生に実務実習を行っ
ており，その経験的学習が病態・薬物治療分野の問題を議論
する上で役だったと推測される．GRAT 得点の向上は，活発
なディスカッションによる学生間での知識の相互共有が行わ
れたことが要因の一つであると考えられた．さらにポストテ
ストの得点率は 50.7%でプレテストの 1.53 倍に伸びており，
予想正答率と同程度まで成績が向上した．アンケートにおい
ても，「本演習を受講した結果，自身の知識や成績は向上した
と実感しましたか（Q28）」の質問に，約 9 割が肯定的に回答
した．以上の結果から，m-TBL 演習により学習成績が向上し
たことが示唆された．

図3 第 1 因子得点とプレ-ポスト得点向上率の相関関係．r：ピアソ
ンの相関係数．有意差検定は無相関検定で行った．

次に試験群の成績を，同一課題を自主学習した対照群と比
較することにより，m-TBL 演習の効果を検討した．対照群の
学生は試験群の成績に近い 30 名であり，プレテスト時点での
得点率に差はなかった（表 1）．ポストテストの得点率はどち
らの群も有意に向上しているが，その向上率は試験群の方が
有意に大きく，演習を行ったことによる学習効果が表れたと
考えている．しかしながら試験群に行ったアンケートで個人
学習（Q1）と TBL 学習（Q3）の役立ち度を質問したところ，
肯定的な回答数は同程度であった．したがって，グループ学
習を行ったことのみが単純な効果を与えたのではなく，別の
要因も影響していると考えられた．我々は，学生の知識やス
キルを向上させるためには授業以外の課外活動や友人や教員
との交流も重要であるという及川らの報告に着目し，それに
関連した「学生相互の情報共有ネットワークは構築できまし
たか（Q24）」，「情報共有ネットワークは国試合格を目指すに
あたって役立ちそうですか（Q25）」の 2 項目を質問した 18)．
これらに対し多くの学生は情報共有ネットワークができたと
回答し，そのネットワークは国家試験合格に役立つものであ
ると認識していた．以上のことから，m-TBL 演習の成績向上
効果には，グループ学習による直接的な学習に加え，副次的
な要素の一つとして友人同士で学習コミュニティが形成さ
れ，教えあいのネットワークが構築されることが影響してい
ると示唆された．

本研究の m-TBL の改変点は，各 RAT 間で問題を異なるも
のにしたことである．他の多くの TBL に関する報告でもそう
しているように，従来 TBL の各 RAT には共通の問題を用い
る e.g. 9,13,19,20）．しかし問題が同一であると学習内容の幅が制限
されてしまい，多くの知識を効率的に獲得することを指向し
た TBL 演習としては不十分と判断された．そこで，各試験で

表2 アンケート調査の因子分析結果（最尤法・Promax 回転）

第 1 因子 第 2 因子

〈第 1 因子：TBL への興味・期待〉
Q6 薬物治療分野で，TBL は適切な学習方法だと思いますか 1.019 –.248
Q7 今後ほかの演習・講義で，TBL による学習ができることを期待しますか .929 –.120
Q9 TBL 方式は，国試合格のための学習方法として役立ちそうですか .878 .098
Q3 TBL は学習に役立ちましたか .827 .045
Q5 TBL を受け入れ，楽しく参加できましたか .570 .325
Q10 TBL 方式の学習は，将来薬剤師としての実力向上に結び付く経験だと思いますか .432 .475

〈第 2 因子：ルーブリック評価への適合〉
Q12 ルーブリック評価基準は，学習の目安になりましたか .040 .933
Q11 ルーブリック評価の内容は，わかりやすかったですか –.124 .853
Q14 ルーブリック評価規準（項目）は，適切でしたか –.074 .789

太字は因子負荷量が 0.3 以上を示す．
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異なる問題を使用することにより，より多くの知識を学ぶこ
とができると考えた．問題作成にあたっては，試験難易度の
調整のために既出問題の全国平均正答率を利用した．アンケー
ト結果から，各試験の難易度はほとんどの学生が同等あるい
は概ね同等と感じており（表 S3，Q21–22），CS 分析において
も重点維持分野に分類された（図 2）．これらの結果は，この
m-TBL 演習を実施する上で試験間の難易度調整が重要な事項
であり，全国平均正答率を用いる方法が有効に機能したこと
を示した．

ルーブリック自己評価に関しては，その得点分布が最高評
価に極端に集中した．今回の演習では，学習の目安と基準を
認識してもらう目的でルーブリックを事前に開示した．寺嶋
らによる研究では，この方法には学習目標の明確化や，学習
における課題や方法の重要性を認識させる効果があることを
明らかにしている 21)．今回の集計結果も，適切な学習態度と
はどういうものかを学生が認識できていたことを示唆してお
り，寺嶋らの報告を支持するものと考えられた．このことは
アンケートからも確認でき，「ルーブリック評価の内容は，わ
かりやすかったですか（Q11）」，「ルーブリック評価基準は，
学習の目安になりましたか（Q12）」の質問は高評価を得た．

演習の満足感に関わる要因や改善点を見出す CS 分析では，
まず「本演習を受講した結果，自身の知識や成績は向上した
と実感しましたか（Q28）」は第 1 象限の右上方に位置し，重
要度も満足率も高い，すなわち演習の総合評価（Q30）と Q28

の相関が強いことがわかった（図 2）．このことは，演習で満
足感を得られた学生は成績が伸びたと感じており，また逆の
学生は演習をうまく生かせなかったことを示している．一方，

「本演習を受講した結果，自身の学習意欲は高まりましたか
（Q29）」は，第 2 象限の左上方に位置し，満足率は Q28 と同
様に高いが，重要度は大きく異なり演習の総合評価（Q30）
と相関性が見られなかった．つまり演習の総合評価（Q30）
が低かった学生でも，演習に参加することで学習意欲が向上
したことを示している．これらの結果は，成績下位の学生に
とって演習内容が難しくうまく学習に結び付けられない場合
でも，この演習に参加すること自体がモチベーションの活性
化につながり，他の学習手段による効果向上が期待されるこ
とを示唆している．

また興味深いことに，TBL への興味や期待に関する質問が，
重点維持分野（Q10）と重点改善分野（Q6–7, Q9）にわかれ
た．これらは質問内容が将来像を見据えた長期的視点（Q10）
か，国家試験を見据えた短期的視点（Q6–7, Q9）かに起因す
ると考えられる．学生は演習を行うことで，将来的にはこの
経験が現場で役に立つと感じている一方，現状では TBL によ

る学習経験が少ないため，TBL が国家試験の学習方法として
効果的かどうか，十分に判断できなかったことが理由として
考えられた．

TBL に適した学生を把握するために行った因子分析では，
その指標としてプレテストからポストテストへの得点向上率
の大きさを用いた．因子分析から，学生の特性を表す因子と
して，第 1 因子（TBL への興味・期待，因子寄与率 48.3%）と
第 2 因子（ルーブリック評価への適合，因子寄与率 24.4%）
が得られた（表 2）．この二つの因子得点をプレ-ポスト得点
向上率と比較した結果，第 1 因子に有意な正の相関が認めら
れた（図 3）．TBL が楽しく，学習に役立ち，国家試験に向け
た学習として適していると感じた学生の成績が上がるとする
この結果は非常に合理的であり，多くの教員が抱いているイ
メージと一致しているであろう．学生にとってより効果的な
演習とするためには，低学年のうちから TBL を実施し，同様
の質問から学生の適性を把握しておくことが望ましい．

本研究では，異なる問題を用いる改変型 TBL 演習を薬学部
6 年生に実施し，m-TBL が学習成績の向上に効果的であるこ
とを示した．その際，試験難易度の調整の指標として，全国
平均正答率を用いることが一つの方法と考えられた．今後は
病態・薬物治療分野だけでなく，他の薬学専門科目に対して
改変型 TBL 演習が応用できるかを検討したい．
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Trial adoption of modified team-based learning for sixth-year pharmacy
students and its learning effects

Nobuhiro Inoue, Ririko Nakajima, Rie Yamauchi, Shuji Ohno, Hajime Kubo and Kazunori Asai

Division of Pharmaceutical Education and Research, Pharmaceutical Education and Research Center of Hoshi University

This study aimed to investigate the effects of improving examination performance for sixth-year pharmacy students. A modified team-based
learning (m-TBL) exercise was conducted using examination questions in the field of pharmacotherapeutics. In contrast with conventional
TBL, the m-TBL used different sets of examination questions adjusted to have equal difficulty levels on all tests. The results showed that the
average score on the team test was significantly higher than for the individual test in the m-TBL group. Using the pre- to post-test scores, the
improvement rate between the m-TBL group and the control group, which self-learned the same task, was found to be significantly higher
for the m-TBL group. Furthermore, a participant satisfaction analysis of the questionnaire indicated that the difficulty level of each test was
evaluated as equal, whereas factor analysis and the test scores clarified that students who had high expectations of TBL reported higher
scores. The findings confirmed that m-TBL is effective for improving the examination performance of sixth-year students.

Key words: team-based learning, examination performance, national examination, pharmacotherapeutics
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