
抄 録
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【会長講演】

国内における医療系シミュレーション学会の動向

浜松医科大学医学部　医学教育推進センター
五十嵐寛

 
現在、国内では3つの医療系シミュレーション学会が全国規模で活動しています。日本医療教授

システム学会、日本医学シミュレーション学会、そして本学会です。それぞれの学会が独自の設立
経緯と独自の目標をもって発展してきております。
本学会は、平成25年7月1日に、旧日本モデル＆シミュレーション医学教育研究会と旧医療教育ス

キルスラボ研究会が発展的合併を行い、新しく「日本シミュレーション医療教育学会」として発足
しました。研究会の頃から数えると3つの学会の中で最も長い歴史を数えることになります。
今までは、それぞれの学会が独自に活動を行って来ましたが、近年では徐々に学会間のコラボ

レートが進行しつつあります。
本講演では、これら3つの学会の活動動向とこれからのあり方を論じてみたいと思います。ま

た、本学会第4回学術大会の全体像を俯瞰していただく事を目的に、本日の各企画を紹介させてい
ただきます。
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【企画講演】

医学シミュレーションの黎明期

牧野 洋（浜松医科大学麻酔科蘇生科）

現代では、「仕事をこなしながら患者の体で練習する」という古い考え方は全く受け入れられな
くなっており、現代の医学教育にシミュレーションは欠かざるものとなっている。その発展には当
学会及び、ご参集の皆様の果たしてきた役割が非常に大きいと言える。そのような皆様を前に、近
代の医学シミュレーションのあゆみを語ることは到底できない為、本講演ではもっと昔々の医学教
育におけるシミュレーションに類する様な歴史の話をさせていただきたい。
歴史上最も古い医学教育シミュレータとして挙げられるのは、中国の鍼灸経絡人形であろう。経

絡人形と言えば、現代でもペインクリニック外来や、鍼灸院などに置いてあるセルロイド製の人形
が思い出されるが、その歴史は古い。四川省の綿陽市で発掘された前漢時代（紀元前208-8年）の
墓からは、黒い漆を体表に塗り、経絡と考えられる赤い線が引かれた木製人形が出土している。宋 
（960-1279年）の時代になると、鍼灸銅人と呼ばれる銅製の経絡人形が作られた。その全身には、
気の流れを表す14本の経脈の線が走り、365の経穴が開けられていた。鍼灸銅人は鍼灸医の教育や
試験に用いられた。試験に際しては銅人の表面に蝋をぬり、穴を解らなくした上で、目隠しをした
学生が管状の針を経絡に打った。針がうまく穴に入れば、中に仕組まれた水銀を満たした袋から、
水銀が流れ出して正解が解る仕組みとなっていた。これぞまさに医学シミュレーションのはしりと
言えるであろう。
本講演では、こういった経絡人形の紹介に加え、木骨、蝋製解剖人形、キュンストレーキ、世界

初の医学テストダミー Sierra Samなどについて紹介したい。
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【シンポジウム基調講演】

モチベーションの心理学と脳科学

田中　悟志（たなか　さとし）
浜松医科大学　医学部　総合人間科学講座（心理学）
tanakas@hama-med.ac.jp

要旨
学生のやる気についての問題は、多くの教員が頭を悩ませているだろう。また自分自身の仕事に

対するやる気の維持や管理も難しい問題である。やる気についての学術研究は、心理学の分野で主
に研究が進められてきた。現在は、基礎研究の成果に基づいてARCS model (Keller, 1987)などやる
気に関する理論モデルも提唱され、教育現場で応用が進められている。しかしながら、心理行動実
験によるやる気の心理プロセスの理解や理論研究が進む一方で、やる気を生み出す物質的基盤であ
る脳の理解は、これまで極めて限定的であった。神経科学の標準的なテキストであるPrinciples of 
Neural Science (日本語版第4版)でも、やる気を扱ったページは関連分野を含め多く見積もっても
1650ページ中わずか20ページである。運動機能が145ページであることを考えれば、いかにこの分
野の研究が手つかずであったか想像いただけるであろう。しかし、近年になりその状況が変わりつ
つある。（1）ヒトの脳活動を非侵襲的に可視化する技術である機能的磁気共鳴画像法（functional 
magnetic resonance imaging: functional MRI）が開発から20年が経ち脳機能計測技術としてほぼ確
立したこと、（2）心理行動実験パラダイムの更なる洗練化が進んだこと、（3）社会心理学、教育
心理学者が脳科学分野に積極的に参入してきたこと等の理由から、やる気の神経基盤の解明をター
ゲットとした研究が増加しつつある。
本発表では、まず金銭や食べ物など外的な報酬によるやる気（外発的動機づけ）の神経基盤につ

いて研究を紹介する。また、ヒトは「褒め」などの社会的報酬によってもやる気が高められるが、
そのようなヒト特有の社会報酬によるやる気の神経基盤についても紹介を行う。一方で、ヒトのや
る気は外的報酬だけによって支えらえているわけではない。医師になって人々の命を救いたい、科
学者として偉大な発見をしたい、といった欲求はそれ自体に“やりがい”を見出して大きな原動力
となる。我々のやる気は、そのような“課題そのものへの興味や探求”といった内発的動機づけに
も支えられている。内発的動機づけの神経基盤に関する研究は端緒についたばかりであるが、最先
端の研究を紹介したい。これまでの研究から明らかになりつつあることは、やる気には「前頭葉‐
線条体‐中脳」の脳内ネットワークが重要な役割を果たしているということである。
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【シンポジウム】

学習場面での学習者や指導者の恐れと処方箋

医療法人社団尚誠会笑顔のおうちクリニック松戸　理事長　松本尚浩

学習には様々な定義や学習状態の表現があるが、人工知能研究で著名なロジャー・シャンクは、
「失敗することから学ぶ」経験を擬似的に与える学習環境を開発した［根本、2005］。この例で示
されるように、学習体験には失敗が含まれるため、学習の場には失敗に対する恐れが生じる可能性
がある。
このような恐れのために学習が阻害される可能性があり、時には学習の動機付けが影響される。

ジョン・ケラーが開発した学習者の動機付けのARCSモデル［2］では特にC: confidence (自信)の領
域で不安や恐怖心の学習への影響に言及している。
一方、学習場面である役割を果たすいわゆる「指導者」は学習者の恐れを軽く評価する傾向があ

ることも示されており、「指導者」自身にも何らかの恐怖が生じる可能性があると発表者は推察し
ている。
この発表では、主に3点、1）学習者が学習体験で感じる恐れとその処方箋、2）学習支援者が学

習支援場面で学習者の恐れにどう対処すべきか、3）学習支援者自身の学習支援場面での恐れとそ
の処方箋、などについて示す。

参考文献
1. 根本淳子・鈴木克明：ゴールベースシナリオ（GBS）理論の適応度チェックリストの開発, 日本
教育工学会誌, 29（3），309-318，2005．
2. Keller,JM, ISBN-13: 978-1441965790
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【シンポジウム】

第４回日本シミュレーション医療教育学会年次大会
テーマ：シミュレーション教育 技術と心
シンポジウム「教育心理学を活用した学習者支援」

タイトル：ミニシミュレーションコースの作り方
アウトカムベースの授業展開とインストラクショナルデザインの応用

初等教育、中等教育（中学・高校）まではその指導教員に教員免許の取得が求められているにも
かかわらず、高等教育（大学）以降は、その取得は義務化されていない。それは、大学という最高
学府にまでたどり着いた「優秀な学生」なら、最先端の知見をひたすら話してくれる教員から必要
事項を学べるはずだ、という仮説に基づいているとも言える。
しかしながら、2009年ごろから始まった大学全入時代は、大学教育の質の低下、定員割れ、さら

にその結果として大学崩壊などを引き起こし、その影響は、限定的ながら医学部にも影を落として
いる。また、2000年から2014年の高校卒業頃まで実施されたいわゆる「ゆとり教育」は10年以上に
及んでおり、その学習スタイルの質的な異質さに旧来型の偏差値教育しか受けていない世代が果た
して対応できるのか、大きな課題の中にいるとも言える。
自分が受けて来た教育スタイルをそのまま提供すれば若い世代の学習者にも分かってもらえるは

ずだ」という仮説が通じる学習者にのみ対峙しているならそれは幸運であり、多くの実践教育者は
正規の教育手法について教育を受けるチャンスがないまま教育現場に放り込まれ振り回されている
と感じる人もいるのではないだろうか。
インストラクショナルデザインは、教授システム学または教育設計学などと訳される、現実的指

導方法の集大成である。教育心理学、認知心理学、発達心理学、などの知見を利用し、明日の授
業・指導から役に立つ指導カリキュラムの設計方法や指導方法を提供する学問である。
本シンポジウムの講演では、参加者が自分でミニ教育プログラムを作る際に、どのようなプロセ

スを経て教材設計を行うとよいのかを、インストラクショナルデザインの知見をふんだんに利用し
て紹介したい。
キーワードとなるのは、出口設計、入り口設計、診察室モデル、ＡＲＣＳモチベーション理論、

メーガーの三つの質問、カークパトリックの4レベル評価、などである。
青木太郎

－25－



【シンポジウム】

タイトル：医療と教育：学生に対するインストラクショナルデザインの教育とその意義
演者：自治医科大学　情報センター 淺田義和
抄録：
学生は教育を「受ける」立場であるが、「教育そのもの」、すなわち教育を「する」ための理論

を学ぶことはどのような意義があるだろうか。学生の中にはAHAのコース等でインストラクター
の資格をとり、その過程において教育理論に触れることができているものもいる。だが、その絶対
数は医学生全体からみれば少ない。
また、そもそも学生がインストラクショナルデザインなどの「教育に関する理論」を学ぶ意義は

どこにあるだろうか。
Dandavinoらは学生が教育理論を学ぶ利点として、「将来、同僚や学生を教えるための準備」と

いう視点に加え「医師-患者の関係においても教育という観点が重要である」ことや「教育に関す
る理論を学ぶことで、日々の学習に関しても応用し、よりよい学習者になれる」ことを掲げてい
る。このような視点で考えれば、学生が教育理論を学ぶ意義も十分にあるといえる。しかし、実際
のところ、医療教育におけるカリキュラムはタイトであり、学生は「医療」を学ぶ機会はあっても
「教育」を学ぶ機会はほとんどなく、このような恩恵を受けるにはいたっていない。
現在、筆者は所属大学において医学部の選択授業として「インストラクショナルデザイン入門」

を開講しており、医師にとっての「教育理論」の必要性についてDandavinoらの主張と同様の展開
を行ったうえで、学生の立場からも「教育」を考える授業を提示している。また、1年生の必修科
目である「医学部入門」においても、随所で「教育」に関する理論の紹介を行い、学生の学びがよ
り効果的なものになるよう設計を行っている。
本シンポジウムの講演では、ディスカッションへの叩き台となるよう、「医学生に対するインス

トラクショナルデザインの教育」という事例を通じ、学生に「教育」という視点を与えることによ
る学習者支援の意義とその効果や課題について紹介する。

（参考文献）
Dandavino M, Snell L, Wiseman J. Why medical students should learn how to teach. Med Teach. 

29(6):558‒65. 2009
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【特別講演】

遠隔シミュレーションへの期待と課題

横浜市立大学大学院医学研究科　麻酔科学　野村岳志
島根大学医学部麻酔科学教室　二階哲朗　日下あかり　
島根大学病院クリニカルスキルアップセンター　狩野賢二　　大和田芽衣子

Information and communication technology（ICT）の進歩と普及にともない遠隔医療
（Tele-medicine）が医療者の偏在化、地域医療格差を解消するひとつのツールとして注目されて
いる。政府が進める遠隔医療の形態には医師対医師、医師対看護師、医師対患者などがある。海外
においても多様なTele-medicineが行われている。また遠隔診療以外にも遠隔教育もICTにより可能
となる。どの医療機関に所属していても同等の教育を享受できることが研修医教育、医療関係者教
育には必要であるにも関わらず、医療と同様、地域や病院間での教育格差が存在することは否めな
い。地域の医療機関に教育を望む若い医師がいても、そばに教育指導者やシミュレーション教育の
ファシリテーターがいない状況がある。また病院医師は臨床診療を行いながらの教育となるため、
多忙により教育の必要性は理解しても、実際に教育を行う時間が持てない。ICTを利用した遠隔教
育は、これらの課題を解決する可能性がある。日本医学シミュレーション学会ではシミュレーショ
ン教育において遠隔シミュレーション（Tele-simulation）の可能性について検討を行ってきた。当
初は高機能シミュレーターにおける遠隔機能、遠隔会議のシステムなどインターネット通信を駆使
すれば、Tele-simulationは容易と考えていた。実際の遠隔シミュレーションを施行する中、映像や
音声などの技術的な問題、ファシリテーターと受講者間のコミュニケーション、シミュレーション
教育効果など多くの課題や疑問点が浮上してきた。本学会では島根大学スキルアップセンターと浜
松医科大学（学会会場）を結び、高機能シミュレーターを用いた遠隔シミュレーションのデモンス
トレーションをライブで行う予定である。遠隔シミュレーションの有用性・妥当性、将来性につい
て議論を深める機会 となることを望む。
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【一般演題】

［1－A－1］
薬学6年次アドバンスト・フィジカルアセスメント演習における症例シナリオに基づく患者シミュ
レータの作製

○藤本 哲也１）、加納 誠一朗２）
１）北海道薬科大学　薬学教育学分野
２）北海道薬科大学　自然科学分野

【背景・目的】
北海道薬科大学では6年次の後期に実施している、アドバンスト・フィジカルアセスメント演習選
択学生に対し、患者シミュレータと症例シナリオを組み合わせた演習を行っている。医薬品の適正
使用を確保する能力向上のために、薬学的専門知識を要する症例に基づくフィジカルアセスメント
を実践し、根拠に基づく薬物療法を学修できるよう6年生学生が卒業時までに必須となる知識を再
確認させる目的で実施している。この学修プロセスについては昨年度の本学会で公表し（第3回日
本シミュレーション医療教育学会一般演題・日本シミュレーション医療教育学会雑誌Vol.4掲
載）、また、他大学（愛媛大学医学部・松山大学薬学部合同シミュレーション実習パイロット授
業）でも、本学の学修プロセスが用いられた実績がある。今回は、この演習での学修プロセスに用
いた患者シミュレータの作製と、症例シナリオ、フィジカルアセスメント内容について報告する。
【結果・考察】
シミュレータには、主に医学・看護学領域でフィジカルアセスメント技術向上目的に使用実績のあ
るPhysiko（株式会社京都科学）を活用した。患者シミュレータの作製は「患者モード（任意）」
を用いて、症例シナリオに基づくオリジナルのバイタルサイン情報を入力した。症例シナリオは、
薬学実務実習で関わるべき疾患や改訂薬学教育・モデルコアカリキュラムにも準じ、心不全・肺
炎・狭心症・COPDを題材としてオリジナルシナリオを作製した。患者シミュレータのバイタルサ
イン取得後、フィジカルアセスメントを行い、基本的な薬学的専門知識をほぼ修得している6年生
学生が、把握すべき薬物療法に加え、薬物による副作用との関連を再確認出来る内容にした。ま
た、患者シミュレータより得たバイタルサイン情報を学生が個別に取得後、グループ単位で共有
し、症例シナリオ情報と併せて、処方の根拠や問題点をグループ単位で学修した。
症例報告会時に薬学的専門知識の再確認や知識の再構築に関連する内容についてはグループ学修時
に症例報告書からピックアップされていたことから、症例シナリオを組み合わせることで医学・看
護領域で使われるシミュレータが、薬学専門領域での学修に活用できることが確認された。その一
方で、患者シミュレータのみでは把握しにくい緊急性の高い症例に対する患者対応については、患
者が急変したなどの状況が表現出来ないなどの課題が残り、症例シナリオの更なる工夫あるいは同
一シナリオで他職種連携での実施が必要と考えられた。
本研究における利益相反（COI）は無い。
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［1－A－2］
歯科医学教育用シミュレーションシステムSIMROIDⓇを用いた歯科臨床実習
Training for dental clinical practice using simulation system “SIMROIDⓇ”

宮下　渉，宇塚　聡，秋山仁志，原　節宏，三代冬彦，羽村　章
日本歯科大学

【目的】本学では、歯科臨床に必要な治療手技の向上だけでなく、患者の負担を把握する能力や患
者とのコミュニケーション能力の向上をも学習できる新たなシミュレーションシステム（以下、
SIMROIDⓇ）を開発した。今回は、SIMROIDⓇの活用事例と将来展望について供覧する。
【方法】患者ロボットと制御・記録ユニットからなるSIMROIDⓇを用いて、①平成23年度に大臼
歯の切削実習（研修歯科医10名、臨床経験2年未満の臨床助手10名）、②平成24年度に大臼歯の切
削・印象（歯型）採得・仮封実習（研修歯科医10名、臨床経験2年未満の臨床助手10名）、③平成
25年度ならびに平成26年度に歯科矯正装置装着実習（卒後研修プログラム矯正歯科研修コース在籍
者8名）、④平成26年度に中切歯のう蝕切削ならびにコンポジットレジン充填実習（歯学部第4学年
145名、研修歯科医108名）、⑤平成27年度に同実習（研修歯科医90名）を行った。各実習終了後に
は、SIMROIDⓇを用いた実習に関するアンケート調査を行った。
【結果】アンケート調査により、「治療に対して自信がつく」、「従来のファントム（マネキン）
を用いた実習よりも有益である」、「フィードバック機能により自分の治療手技や診療姿勢を客観
的に評価できる」などの効果が確認された。
【考察】SIMROIDⓇの患者ロボット部からもたらされる臨場感により、実習者は実際の診療に近
似した緊張感ある環境で実習を進めることができる。さらに、実習終了後にはフィードバック機能
により、自分自身の治療手技や患者（ロボット）とのコミュニケーションの様子を客観的に振り返
ることが可能である。これらの効果から、高い実習効果が得られるものと推察される。さらなる充
実と活用分野の拡大を目指して、SIMROIDⓇの高齢者モデルの開発も進めている。
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［1－A－3］
研究室配属における歯科臨床実習教育シミュレータの体験と歯科臨床技能の評価

永松　浩＊、鬼塚千絵＊、永松有紀＊＊、森川和政＊＊＊、牧　憲司＊＊＊、木尾哲朗＊
＊九州歯科大学総合診療学分野、＊＊九州歯科大学生体材料学分野、
＊＊＊九州歯科大学口腔機能発達学分野

【目的】近年，医学教育においては，シミュレータを用いた実習・演習・自習が盛んに行われてい
る。歯科医学教育においては，早くからマネキン・模型を用いた実習は行われてきていた。九州歯
科大学では平成27年度の研究室配属において、２年生を対象に歯科臨床スキルの一つである、支台
歯形成をシミュレーションし、計測することでそれぞれの学年でスキルアップを図るために必要な
ことを検討した。

【方法】九州歯科大学のシミュレーション実習室に設置されてあるデンタルシミュレータ（クリン
シム®、モリタ製作所）を用いた。基本的な歯牙解剖と補綴装置について学習した上で、通法によ
り、ダイヤモンドバーを用い、模型に装着されている人工歯（5A-500，ニッシン）を削合した。下
顎右側第一大臼歯の全部金属冠を想定した支台歯形成を、被験者5人で6歯ずつ、同時に配属されて
いる5年生の助言を受けながら行った。形成された支台歯をシステムに実装されている非接触型形
態測定装置により形態計測した。評価結果として、手本支台歯データ（基準値）と比較した支台歯
形状の削合の過不足、形成面の傾き等がモニター画面表示およびプリントアウトにより得られ、そ
れらを次回の支台歯形成の参考とした。支台歯形成の手技およびデンタルシミュレータによる習熟
について、被験者に聞き取り調査を行った。

【結果】同時に行っていた5年生と比較すると、多くの課題があることがわかった。ほとんどの被
験者が「支台歯形成が困難である」と回答し、その理由は、支台歯形成を行うための①「歯」につ
いての解剖学的知識の欠如、②支台歯形成の詳細についての知識の欠如、③タービンやバーの適切
な使用法についての基礎知識の不足等であった。
【考察】実際には、初回の支台歯形成より前に操作手順書（実習書）は配布されていたが、内容が
十分に把握できず、不安を抱えて操作を行い、技術的にも多くの問題点が残った。その後、上級生
の操作を見ることで操作手順やコツを視聴覚的に学び徐々に上達したことから、初回は熟練者によ
る操作を注視することで技術面での向上がみられた。支台歯形成のスキルアップを目的にデンタル
シミュレータを利用する場合、歯科基礎医学を十分に習得している5年生では、教員不在での自習
に有効に活用できるが、基礎知識が不十分な2年生単独使用は難しかった。しかし、スキルアップ
をした上級生との組合せ(屋根瓦式シミュレーション実習）を行うことでデンタルシミュレータの
活用の可能性があることが示唆された。
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［1－A－4］
歯学部学生による小児歯科説明用リーフレット作成とロールプレイ演習
Making treatment leaflet for child patients and Role-playing exercise by students of Department 
of Dentistry

森川和政１）、永松　浩２）、木尾哲朗２）、牧　憲司１）
１）九州歯科大学口腔機能発達学分野
２）九州歯科大学総合診療学分野

【目的】臨床実習中の学生は、患者の協力度や症例の難易度などの理由から多くの患者を通して臨
床経験を積むことに制限がある。そのため、臨床経験不足な臨床実習内容を補う目的で、シミュ
レーション教育が注目されている。今回、臨床実習中の学生が、患児・保護者とコミュニケーショ
ンを図り、医療面接などで診療により参加できるようになるために、学生自らが患児・保護者への
説明用リーフレットを作成し、それを用いたロールプレイ演習を実施したので報告する。
【対象と方法】臨床実習開始前に実施目的を説明し、同意の得られた学生9名を対象者とした。
テーマとして食育を取り上げ、学生自らが患児・保護者説明用リーフレットを作成した。また、対
応場面のシナリオ作成に関しても学生自らが行った。ロールプレイの様子はビデオカメラで撮影し
フィードバックの際に用いた。さらに臨床実習開始前後に実際の保護者・患児へ作成したリーフ
レットを用いて医療面接を行った。ロールプレイ終了後及び医療面接終了後に学生および保護者に
対してアンケートを実施した。
【結果】ロールプレイ終了後のアンケートより「小児歯科に興味が湧いたと共に知識が深まっ
た」、「ビデオを用いたフィードバックは、客観的に自分を見ることができ、自らの問題点を見出
し、改善に役立てることができた」といった意見が多くみられた。実際の保護者・患児への医療面
接終了後の学生に対するアンケートより「リーフレット作成からロールプレイ演習、そして実際の
患児・保護者と段階を経る事で説明スキルがついた」、「事前のロールプレイ演習が活かされた」
といった意見が多くみられた。保護者に対するアンケートより「リーフレットがわかりやすかっ
た」、「とても丁寧にわかりやすく説明してくれた」といった意見が多くみられた。
【考察と結論】学生自らのリーフレットおよびシナリオ作成は食育に関する知識や患児･保護者へ
の対応を熟考する機会となると考えられる。ロールプレイでは、それぞれの立場や感情、相互作用
を実感することができ、学習効果を期待できると考えられる。さらにビデオによるフィードバック
は、自己の演出やそれぞれの要素間の相互作用に対する客観的評価に有効で、自発的な問題点の抽
出や討論が可能となると考えられる。今後もロールプレイ演習等を活用して、学生のスキルアップ
とモチベーション向上を図る授業法を検討したい。
利益相反（COI）：なし
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［1－A－5］
救急救命士教育におけるシミュレーション教育

京都橘大学　健康科学部　西本　泰久

【はじめに】
医学教育にシミュレーション教育が取り入れられて久しい。本学では救急救命士養成課程でシミュ
レーション教育を多く取り入れた教育を実施している。そこで、現在の救急救命士養成などにおけ
る、シミュレーション教育について報告する。
【救急救命士教育におけるシミュレーション教育】
　本学では、1～4年生を対象に毎週約5時間のシミュレーション実習を行っている、1～3年生は年
間30回、4年生は15回、4年間で計525時間のシミュレーション実習を実施している。その内容は、
1、2年生は、基礎的な心肺蘇生法、外傷対応、搬送法などや気道確保、静脈確保などの救急救命士
として必要な基礎的な技能と知識のトレーニングを主にシミュレーターを使用して行っている。目
標は「救急現場で生かせる知識と技能を身につける」こととしている。評価は、それぞれの手技に
関して、教員が行い、スキルメーターなどを補助的に使用している。手技が不十分の学生には、何
度も練習をおこなわせて、最終的に全員が、確実に手技が行えるようにしている。
3年生4年生は、様々な現場想定のシナリオを与えることで、「病院前において適切なチーム医療を
行う」ことを目標としている。シナリオでは、シミュレーターを使用だけではなく、傷病者役の学
生を使ってのシミュレーションの双方を行っている。また臨場感を出すため、実物の救急車や屋
外、民家などを使用している
【救急隊の活動】
救急隊の活動は隊長、隊員、機関員（救急車の運転担当）で行われ、救急現場では3名で活動を行
い、救急車内では機関員を除く2名で活動することが通常である。さらには、病院の医師・看護師
との連絡や情報交換、通信指令員との連絡など、コミュニケーションも重要である。シミュレー
ションでは3名でシナリオを行い、模擬傷病者は、シミュレーターだけではなく、できるだけ学生
が交代で行うようにしている。
【評価法】
評価は、シナリオでは形成的評価を中心に行い、学生間のデブリーフィングと教員によるフィード
バックをおこなっている。総括的には、4年生時の最後に「総合シミュレーション」で、6例の救急
現場設定のステーションを回りチェックリストを使用した総括的評価を行っている。医学部の
advanced　OSCEに相当するものであるが、個人の評価だけではなくチームとしての評価も含まれ
ていることが特徴である。
【結語】
チームで救急隊活動のシミュレーションおこなうことで、技能ばかりではなくチームコミュニュ
ケーションという態度の教育としても大変有効である。また、模擬傷病者を学生が行うことで、病
態を深く理解でき、傷病者の気持ちも理解できるようになる。技能・知識だけではなく態度の教育
となっている。救急救命士教育においても、シミュレーション教育は大変有用と考える。
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［1－A－6］
シミュレーション教育を内視鏡下嚥下機能検査の判断へ実施した一例

柏原赤十字病院リハビリテーション技術課　　恵戸　直樹

【目的】
内視鏡下嚥下機能検査（video endoscopy 以下VE）は2010年診療報酬改正によって保険収載され
た、摂食嚥下障害患者への検査の一手法である。医師のみが行える検査であるが、医療機関内で摂
食嚥下リハビリテーションに携わるコメディカルも検査に同席することが多い。言語聴覚士もリハ
ビリテーションを担う職種であるが、養成校においてはVEの解釈については触れられないか、サ
ンプル動画を見せられるのみのケースがあると聞く。学生の多くは卒後医療機関へ就職しており、
臨床でのVE同席において医師と共に検査結果の解釈を求められることが想定されるが、検査結果
の解釈が不十分なままではその後実施される摂食嚥下リハビリテーションが不適切な内容となる恐
れがある。今回学生の臨床実習において、VE検査結果の解釈にシミュレーション教育を用いる機
会を得たのでその結果を報告する。
【方法】
　2015年10月から12月まで受け入れた30代の学生1名を対象とした。所属養成校は大卒課程であ
り、本学生は最終学年であった。VE検査結果の解釈に必要な咽喉頭の解剖学的名称や、誤嚥の分
類について臨床実習指導者が事前学習資料を作成配布した。2日後に事前学習資料に基づいた筆記
試験を実施し、その後臨床実習指導者による講義を行った。講義最終段階では実際の症例に実施し
たVE動画を閲覧してもらい、正常範囲か異常疑いか、異常疑いであれば様々な前提条件を踏まえ
た上で「次にとるべき行動」を口頭で述べさせ、それに対するフィードバックを行った。フィード
バック直後は関連書籍を自学自習させてから次の症例問題を実施した。なお本研究において利益相
反行為はない。
【結果】
　開始前は「誤嚥の有無」のみ判断できる程度であったが、終了後は正常範囲と異常疑いの区別及
び、異常疑いに対する「次にとるべき行動」について自分なりに根拠をもって説明できるように
なった。一方で「次にとるべき行動」については事前学習課題に含めなかった代償手段などの知識
を使っての説明が不十分であった。研修効果についてはカークパトリックの4段階評価レベル1と
し、アンケートの結果では「勉強になった」「わかりやすかった」の評価を得た。
【考察】
　「正常範囲か、異常疑いか」を判断する目標はクリアできたが、「次にとるべき行動」の推測に
ついては膨大な周辺知識を含めての総合トレーニングであることが浮き彫りになった。要求される
周辺知識が膨大であり事前学習課題に含めずにフィードバック後の自学自習で補おうとしたが、こ
の部分は本法で補えるものではなく、別でプログラムを立てる必要があったと考えられた。
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［1－B－1］
看護学生のシミュレーターを用いた自己学習の阻害因子と促進方法の提案

○沼野井翔太1)、八木(佐伯)街子2)、廣江貴則3)、熊谷奈穂1).
(1)北里大学看護学部、2)自治医科大学、3)京都大学大学院医学研究科.)

【背景】医療用シミュレーター（以下、シミュレーター）を用いた学習が看護学生に対して有用で
あることから、多くの施設でシミュレーターが所持され、教育で使用されている。しかし、その活
用は十分ではなく、特に学生の自己学習で利用されているという報告は少ない。
【目的】シミュレーターの利用促進方法を検討するために、シミュレーターを用いた自己学習の実
態を調査し、利用の阻害因子の分析と利用促進方法の検討を行うことを目的とした。また、各学年
の授業内での利用回数と利用状況の関係を比較し、学年ごとの利用促進方法を検討する。
【方法】A大学看護学部での授業内でのシミュレーター利用状況を調査した。加えて在籍者のうち
312名に対して、自己学習の状況やシミュレーターに関する知識、使用状況、使用しない理由につ
いて無記名の質問紙にて調査した。
【結果】回答は157人から得られた。課外での自己学習実施者は全体で151人（96%）、シミュレー
ターを用いた自己学習未実施者は119人（76%）であった。自己学習でシミュレーターを用いない
主な理由は、「使い方が分からない：72人（61％）」、「準備・片付けが面倒である：53人
（45％）」、「使っていいと知らなかったこと：82人（69％）」であった。シミュレーターの利用
について、気軽に使える環境だと思わない者は140人（90%）、今後使ってみたいと思っている者
は131人（85%）、使い方が分かりやすいと思っている者は1・2年生で50％前後、3・4年生で20％
前後であった。また、授業内でのシミュレーター利用状況について、3・4年生は1年次に使用して
いないことが明らかになった。
【考察】学生はシミュレーターを自己学習で使用したいという意思はあるが、シミュレーターの利
用環境や「使い方が分からない」、「使っていいことを知らなかった」といった情報不足が使用を
妨げていた。また、3・4年生でシミュレーターの使い方が分かりやすいと答えた者が20％前後で
あったのは、授業内での使用状況が1・2年生と異なるためであると推察する。解決策としては、シ
ミュレーターを実習室に常設する、シミュレーターの使用方法の勉強会を行う、学生サークルを作
る、シミュレーターの使用方法を解説する映像教材を用意する、各学年の需要を考えて1・2年生に
は演習、2・3年生には実習、4年生には総復習を想定したシミュレーションシナリオを提案するこ
とが考えられる。
【結論】対象者の76％がシミュレーターを用いた自己学習を実施しておらず、その理由が使いにく
い環境と情報不足であることが明らかになった。今後、シミュレーターの利用促進方法を実践し、
その効果を検証する必要がある。
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［1－B－2］
病院実習未体験の看護大学生がインスリン自己注射のシミュレーション演習から得た学び

四日市看護医療大学　看護学部　古川智恵、森　京子

【目的】本研究の目的は、病院実習未体験の看護大学生がインスリン自己注射のシミュレーション
演習を通して得た学びを明らかにすることである。
【方法】対象：A看護大学看護学部の平成27年度成人慢性期援助論Ⅰの履修者で、インスリン自己
注射のシミュレーション演習に参加した109名のレポート。分析方法：Berelson，Bの内容分析法。
分析内容の信頼性の担保にはスコットの式を使用し、一致率が70％を超えるまで繰り返し検討し
た。倫理的配慮：四日市看護医療大学研究倫理審査委員会の承認（第87号）を得え、当該科目評価
終了後に、本研究の目的、方法、個人情報の保護、研究協力が今後の成績に反映されないことの保
障などについて文章および口頭にて説明し、同意を得た。
【結果】履修者109名のうち76名（69.7％）から同意が得られたため、76枚のレポートを解析対象
とした。76枚の記述は347の記録単位に分割できた。このうち、抽象度が高く意味不明な記述など
43記録単位を除く、304記録単位の分析を行った。その結果、インスリン自己注射におけるシミュ
レーション演習からの学びとして10カテゴリーが形成された。学生の学びは、【他者の協力を得な
がらセルフケアを確立していくことの大切さ】、【手順だけでは見えない体験を通しての、患者の
苦痛、手技獲得困難への気づき】、【治療を継続する患者の苦痛・不安の理解】、【インスリン自
己注射をライフスタイルに取り入れた環境の確保】、【長期継続による治療継続の困難予測】、
【痛みに対する苦痛を最小限にする手順の理解と安全への配慮】、【針刺し事故や感染を起こさな
い指導の必要性】、【患者の気持ちに配慮して状況に合わせた声かけや関わりの必要性】、【患者
が手技を習得しやすいよう声かけや手帳を活用して安全に実施できる指導方法】、【正しい知識と
技術を身につけたうえで、指導・評価することの重要性】であった。研究者間のカテゴリー分類の
一致率は84.0％であり、信頼性を確保していることが示された。
【考察】学生は、患者と関わった経験がないにもかかわらず、インスリン自己注射のシミュレー
ションを通して患者の視点で、苦痛や精神的負担、治療継続の難しさを捉えていた。また、学生は
演習での実体験を通して、声かけの必要性や安全への配慮、正しい知識を身につけて指導すること
の必要性を学んでいた。今後は、学生が糖尿病とともに生活する療養者の支援のあり方について、
シミュレーションを活用しさらに積極的に学習できる指導法を検討する必要がある。
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［1－B－3］
看護基礎教育におけるシミュレーション学習の教育効果（第1報）
‐看護学初学者がはじめてのシミュレーションプログラム実施後に感じたこと‐

大植由佳１）　小林廣美２）　西山忠博１）　朝山律子１）　藤後栄一１）　藤井清美２）
１）兵庫大学　看護学科　２）姫路大学　看護学科

Key Word:看護技術　シミュレーション　初学者
目的：
シミュレーション学習は、教育的にも主体的学習として効果があり、今回、病院のナースステー
ションや病室を再現したメディカルシミュレーションセンターで高機能マネキンを用い、病院環境
に近いリアルな体験の中、看護技術演習を行った。本研究では、入学後はじめての実習1か月前の
シミュレーション学習における教育効果について明らかにすることを目的とする。
シミュレーション学習の概要：
既習の看護技術を原理原則をふまえた上で、対象に適した方法を考える看護実践能力を養うことを
目的に、事例患者のバイタルサイン測定のシミュレーション学習を実施した。
ブリーフィング（10分）実施（15分）デブリーフィング（10分）を実施した。目標は以下の３点設
定した。①患者の状態をイメージできる。②正確な技術で血圧脈拍測定ができる。③得た情報や値
から患者に必要な援助を考えることができる。
方法：
平成27年度開講の「看護技術論Ⅰ」シミュレーション学習を終了した1年生118名のシミュレーション
学習終了後課題レポートを提出した学生のうち、研究の同意が得られた学生の「シミュレーション
学習を行って感じたこと」の記述内容を研究対象とする。分析方法は、自由記述から得られたデー
タを質的帰納的に分析する。ひとつの意味内容ごとに分類しコードとし、意味内容が類似している
ものをカテゴリーし命名する。分析は複数の看護学研究者が一致するまで行い信頼性を確保する。
倫理的配慮：
研究の目的・内容、自由参加でありそれに伴う不利益のないこと、成績・評価には全く関係のない
こと、プライバシーの厳守、学会等で公表すること、研究終了後データは消去し書類は裁断破棄す
ること等について説明し同意を得る。
結果：
同意が得られた110名の記述内容から意味不明なデータを除いた268コードを分析対象とした。分析
の結果、「初めてのシミュレーション学習で感じたこと」は、以下の9【カテゴリ】【パニックに
なった（27）】【知識・技術が不足している（52）】【リアリティがあり環境や患者などイメージ
できた（45）】【その場で考え判断することが大事だとわかった（22）】【考えてコミュニケー
ションすることが大切だ（63）】【患者のことを一番に考えることの重要性がわかった（27）】
【振り返りで自分を客観的に見ることができた（26）】【看護への関心が高まった（1）】【貴重
な体験だった（3）】に分類された。
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考察：
はじめてのシミュレーション学習体験で、実習前に病院に近い状況でのシミュレーション学習を行
うことで、病院や患者のイメージができ、状況判断能力やコミュニケーション力、知識や技術を統
合する力など、看護師として必要な能力について気づく契機となったと考える。状況判断能力やア
セスメント能力の向上にむけて、今後の教育的支援を検討するための示唆を得ることができた。
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［1－B－4］
聖徳大学看護学部における「シミュレーショントレーニング」体系化の試み

髙山詩穂，滝恵津，山田恵子，白鳥孝子，髙木初子，水戸美津子
所属：聖徳大学看護学部看護学科

【はじめに】シミュレーション教育は、専門的な知識・技術・態度の統合を図る学習方法の1つで
あり、実践能力の向上を目的として、教育機関及び病院で取り組まれている。聖徳大学看護学部
（以下、本学部）は2014年に新設され、初年度よりシミュレーショントレーニングを導入している
（本学においては、状況設定シミュレーションを、「シミュレーショントレーニング」と呼び、タ
スクトレーニング等と名称を区別している）。シミュレーショントレーニングの実践にあたり、各
科目において単独で行うだけではなく、学部全体で連携し、取り組むことを目指している。今回
は、本学部におけるシミュレーショントレーニングの体系化に向けた取り組みについて報告する。
【報告】本学部では、2015年度より「シミュレーション・ワーキング」を立ち上げ、ハワイ大学看
護歯科衛生学部シミュレーションセンター（THSSC）での研修（5日間）を修了した教員7名が中
心となって活動している。活動内容は、「シミュレーショントレーニングの体系化」「シミュレー
ション環境の整備」「シミュレーション機器の管理・運用」「学生オリエンテーション」等であ
る。「シミュレーショントレーニングの体系化」としての活動は、学科目別カリキュラムにおける
検討である。ハワイ大学では、各科目にシミュレーションが段階的に組み込まれ、学生の学習進度
に応じてカリキュラムが体系化されていた。本学部においても、ハワイ大学で研修した内容をもと
に、横軸には科目名、縦軸にはコンセプトとして「アセスメント」「クリティカルシンキング」
「シミュレーション事例」等を記載するマトリックスを作成した。その結果、学科目別のシミュ
レーショントレーニングの実施実績とともに、各学科目で扱うシナリオの疾患の重複、教授内容の
不足（例えば、シミュレーショントレーニングで共通して使用する報告のツール（SBAR）をどこ
でどのような段階を踏んで教授するか）等、検討しなければならない課題が明確となった。現在、
学科目間における教授内容やシナリオの調整に取り組むとともに、学部全体での調整を行ってい
る。
【今後の課題】本学は完成年度を迎えておらず、全学科目でのシミュレーショントレーニングの実
施には至っていない。今後も、学部全体でのシミュレーションカリキュラムの検討や、教員のスキ
ルアップのための研修等を行い、シミュレーショントレーニングの体系化に向けた取り組みを継続
していきたい。
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［1－B－5］
一般病院において勤務時間内に行う「フィジカルアセスメント勉強会」の試み

橋倉泰彦、岡部由美
医療法人丸山会 丸子中央病院　研修センター

【目的】多忙な日常業務の時間内に、「研修のための時間枠を確保できるか？」という課題につい
て、30分間の「フィジカルアセスメント勉強会」を試験的に開催しつつ、その参加者と非参加者へ
のアンケート調査を行うことによって、勉強会開催の妥当性に関して検討することを目的とした。
【対象と方法】対象は、当院の看護師、介護職、薬剤師、検査技師、臨床工学技士、事務職であ
る。月に２回、午後１時30分～２時までの30分間を勉強会として予定し、各回とも定員10名で募集
した。勉強会のテーマは第１回「呼吸器」、第２回「循環器」、第３回「消化器」である。方法
は、毎回１例を症例提示し、勉強会では病態について学習した後、シミュレーターを用いてフィジ
カルアセスメントのとり方を担当医師指導の下で学んだ。実施後に無記名式のアンケート調査を行
い、参加者の意見、そして勤務時間内に職場から送り出す側にある非参加者の意見を集めて検討し
た。
【結果】参加者は定員10名を上回り、平均14名であった。要望により、第２回以降は月３回の開催
とした。アンケート調査への回答は、参加者では、看護師16名、検査技師５名、臨床工学技士１
名。また非参加者では、看護師32名、介護職４名、検査技師８名、臨床工学技士８名、薬剤師１名
によった。参加者の勤務年数は1～35年（中央値２年）、勉強会への満足度は、全く満足でない０
（０％）、あまり満足でない０（０％）、どちらかといえば満足９（41％）、非常に満足13
（59％）であった。開催時間については、非常によくない０（０％）、あまりよくない１
（５％）、どちらかといえばよい13（59％）、非常によい８（36％）であった。一方、非参加者の
勤務年数は１～４０年（中央値１４年）、開催時間については、非常によくない０（０％）、あま
りよくない28（47％）、どちらかといえばよい23（39％）、非常によい８（14％）であった。コメ
ントでは、非参加者から「業務への影響がある。」３件などが寄せられた。
【考察】勤務時間内の勉強会開催の妥当性について検討した。参加者からは、満足度において比較
的良好な回答が得られた。「非常によくない」との回答が今回の無記名式アンケートでみられな
かったことは、非参加者からも、勉強会に対する一定の理解が得られているものと考えられた。し
かし、多忙な日常業務内に学習時間を設けることの難しさを当然のこととして受け止める必要性を
確認した。今後に向けては、職場内での理解をさらに深めること、参加者数の制限を強めて業務へ
の負担を軽減すること、並びに時間内、時間外に開催回数を増やすこと、を改善目標として掲げた
い。
【利益相反について】特定の団体との利益相反はありません。
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［1－B－6］
職業的アイデンティティとプロフェッショナリズム教育との関連性
―多職種チームシミュレーションの効果―

武用百子１）、岩根直美１）、川邊哲也２）、山口雅子１）、鹿村眞理子１）、水越正人１）、
羽野卓三２）
１）和歌山県立医科大学保健看護学部　２）和歌山県立医科大学教育研究開発センター

【はじめに】先行研究において職業的アイデンティティの形成には、プロフェッショナリズム教育
が有効であるとの報告がなされている。医療系の教育においてプロフェッショナリズムを高める手
法としては、多職種チームシミュレーションとの関連が指摘されている。しかしながら、その関連
性に関する証拠は十分に蓄積されていない。
【目的】介入群として既存カリキュラムにある同一学部生のみで構成されたグループのシミュレー
ションに加え、医学部及び看護学部の両学部学生で構成したグループで多職種チームシミュレー
ションを実施し、多職種チームシミュレーション前後で職業的アイデンティティとプロフェッショ
ナリズム態度がどのように変化するのかを明らかにした。
【方法】対象者は、A大学医学部４年生40名、看護学部２年生40名とし介入群とコントロール群に
分けた。両学部でグループを構成し、『腹痛を訴える患者への対応』のテーマで他職種チームシ
ミュレーションを行なった。多職種チームシミュレーション前後で、職業的アイデンティティ尺度
とプロフェッショナリズム尺度との関連性を前後比較した。倫理的配慮として、分担研究者が研究
の概要を対象者に口頭及び文書で説明し同意の得られた者を対象とした。なお本研究は、和歌山県
立医科大学倫理審査を受けて実施した。
【結果】介入群の分析は、調査用紙の欠損のない医学生19名と看護学生20名とした。医学生19名
（男性7名、女性12名）の平均年齢は23.15±2.23歳（21-30）、看護学生20名（男性2名、女性18名）
の平均年齢は19.95±0.39歳（19-21）であった。職業的アイデンティティ尺度の平均値は、医学生で
は介入前で5.28±0.57、介入後で5.51±0.44で有意差があった（ｐ＝0.009）。看護学生では介入前で
4.61±0.81、介入後で4.70±0.74で有意差はなかった。コントロール群はいずれも有意差はなかっ
た。職業的アイデンティティ尺度の下位尺度で検討すると、医学部生は介入群で、医療職観の確立
（ｐ＝0.014）と医療職として必要とされることへの自負（ｐ＝0.032）で有意差があった。プロ
フェッショナリズム尺度では、下位尺度の学習態度の向上（ｐ＝0.045）で有意差があった。看護
学生では、医療職観の確立（ｐ＝0.031）で有意差があった。プロフェッショナリズム尺度では、
下位尺度の人間形成（ｐ＝0.015）で有意差があった。
【考察】医療系大学における多職種チームシミュレーションは、個人的側面のアイデンティティで
ある医療職観の確立に特に有用であることが示唆された。
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［1－B－8］
看護師による医学科5年生への吸引手技実習の試み
Suction Training for the Fifth-year Medical Students by a Nurse

○竹重友美1），栩野吉弘1）2），奥幸子1），岡田明子1），藤田奈緒美 1），首藤太一1）2） 
1）大阪市立大学　医学部附属病院　スキルスシミュレーションセンター（SSC）
2）大阪市立大学　大学院医学研究科　総合医学教育学
　
キーワード：吸引、臨床実習、シミュレーション教育

【背景】臨床現場において吸引手技は主に看護師が行う処置である。このため医学生は吸引手技を
学ぶ機会がほとんどないまま医師となる。本学SSCでは、2014年度まで医学科5年生に対し、15診
療科17項目のシミュレーション教育を実施していた。このうち医師以外が指導する実習は1項目の
みであったが、2015年度より看護師による吸引手技実習を開始したので報告する。
【方法】呼吸器内科臨床実習中の医学科5年生（4～5名）に看護師がインストラクターとして吸引
手技実習（口腔・鼻腔・気管）を実施した。実習時間は1時間で、最初に学生がシミュレータを用
いて実践し、次に看護師がファシリテーターとして振り返りを行った。最後にグループ内で意見を
まとめ、看護師が正しい手技について解説した。実習修了後にアンケートを行い実習の効果を検討
した。
【結果】全18グループ（75名）が口腔・鼻腔・気管内の正しい吸引手技を自ら導き出した。実習の
分かりやすさや進め方について9割以上の学生が肯定的に評価した。自由記載では「楽しい」、
「勉強になった」、そして「考えながらできるのがよかった」という意見が多数見られ、「看護師
の手技がわかってよかった」という意見も見られた。「吸引実習は今後役に立つか？」には全員が
肯定した。
【まとめ】医学科5年生にシミュレータを用いた吸引手技実習を行った。実践と振り返りによるシ
ミュレーション実習は興味を持って考えながら手技を理解できるため、学生の満足度は高かった。
医師がほとんど携わらない手技でも、他職種からトレーニングを受けることで、将来に活かされる
ことを期待したい。
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［1－B－9］
松山大学薬学部・愛媛大学医学部学生合同シミュレーション実習パイロット授業

○ 秋山 伸二1）、山脇 孝2）、藤本 哲也3）、和田 陽子1）、高取 真吾1）、難波 弘行1）、
加納 誠一朗3）、酒井 郁也1）
1） 松山大学薬学部　2）愛媛大学医学部　3）北海道薬科大学

【目的】6年制薬学教育を担う全ての薬系大学では、平成27年度から薬学教育モデル・コアカリ
キュラム（平成25年度改訂版）に基づく新しいカリキュラムが実施されている。その中で、実際の
臨床現場を模擬的に再現した学習環境を体験できるシミュレーション教育は、効果的な学習方法と
して多くの方略に組み込まれている。また、医療の高度化や社会ニーズに応えるべく、多職種連携
によるチーム医療学習の重要度も増しており、専門職連携教育
（inter-professional education, IPE）の導入が進められている。
今回我々は、北海道薬科大学教員と共同し、松山大学薬学生と愛媛大学医学生の合同フィジカルア
セスメント演習を実施し、その教育効果を検証するために、アンケート調査を行った。

【方法】参加学生13名 (薬学生11名、医学生2名) を2グループに分け、それぞれ異なる症例シナリオ
について問題点を協議した後、シミュレータを用いたバイタルサインの測定を行い、最適な治療を
考えるというプログラムを実施した。合同授業の前後に「バイタルサイン・フィジカルアセスメン
トに関する知識」、さらに、合同授業後に「バイタルサイン・フィジカルアセスメントに対する技
能・能力の向上」について、無記名アンケート調査を実施した。

【結果】アンケートは13名の学生から回収できた (回収率100%)。「バイタルサイン・フィジカルア
セスメントに関する知識」では、授業前に比べて授業後には、薬・医学生とも全項目において上昇
がみられた。特に、薬学生は全項目において統計的に有意な上昇であった。さらに、「技能・能
力」に関しても、薬学生に有意な向上がみられた。「今後の学習や臨床現場で意識していきたい項
目」では、11名中8名の薬学生が「病態や治療に関する知識」を挙げた。

【考察】今回参加した薬学生は、学部4年次にバイタルサイン・フィジカルアセスメント実習を履
修していた。測定技能の評価前に、最適な薬物治療を提案するための病態の知識が不足しているこ
とを痛感する機会となった。2名の医学生は、医師国家試験受験後の6年生であり、基本的な知識・
技能は修得済みで、薬物治療に関する薬学生への要求は高かった。多くの薬学生が、今後の学習項
目を設定できたことは、合同学習の効果と考える。シミュレーション学習は、手技修得はもちろん
のこと、症例シナリオを工夫することで、学習者に能動的な気づきをもたらす効果的な学習法であ
る。今後は、「危険なバイタル」に対するアセスメント能力など、目的・場面を絞ることで、より
効果的な教育プログラムを構築していきたい。
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［1－C－1］
医学部臨床実習での診療能力獲得のためのＯＪＴとシミュレーション学習の役割

菅原亜紀子、小林　元、諸井陽子、石川和信
福島県立医科大学 医療人育成・支援センター

【背景】医学生が卒業前に医学教育モデル・コア・カリキュラムに明示された学習項目を病院で受
療者を通じてon the job training（OJT）で経験学習することは難しい。患者に羞恥心をもたらす
診療技能や侵襲性を含む手技の獲得は、シミュレーション教育の活用が勧奨されている。本学で
は、2009年度より臨床実習を終了した医学部6年生に対して、臨床学習に関する網羅的なチェック
リストを作成して自己評価を求めてきた。また、同時にシミュレーション学習のカリキュラム導入
を推進してきた。臨床実習での各学習項目が臨床実習期間中にどのような方略で学習されているか
について検討した。
【方法】臨床実習を終了した2014年度の本学医学部6年生102名を対象として、臨床実習で修得が求
められている項目について学習方略を調査した。27の診療項目について、各々、「OJTとシミュ
レーションの両方で学習した」、「OJTのみで学習した」、「シミュレーションでのみ学習し
た」、「OJTでもシミュレーションでも学習しなかった」のいずれに該当するか回答を求めた。
‘OJT’と‘シミュレーション学習’での学習者の割合を2つの変数として、階層クラスター分析
を行った。
【結果】医学生100名から回答を得た（回収率98%）。50％以上の学生が経験した診療項目は、シ
ミュレーションで27項目中22項目（82%）、OJTで10項目（37%）であった。クラスター分析の結
果、学習方略により診療項目は以下の4群に分類された。‘シミュレーション＋高OJT群’；心音
聴診、肺音聴診、縫合、腹部エコー、動脈採血、血圧測定の6項目。‘シミュレーション＋中OJT
群’；静脈採血、医療面接（説明）、心エコー、導尿、産婦人科診察、静脈路確保、気管挿管の7
項目。‘シミュレーション＋低OJT群’;BLS、鏡視下手術、上部消化管内視鏡、腰椎穿刺、前立腺
指診、医療面接（患者教育）、医療面接（Bad news telling）、ALS、乳房診察の9項目。‘低シ
ミュレーション＋低OJT群’；筋肉注射、中心静脈穿刺、皮下注射、胃管挿入、直腸診の5項目、
である。
【考察】シミュレーション学習のカリキュラム導入を推進して、多くの学習項目を医学生の立場で
経験学習できるようになっていることを確認できた。一方、病院でのOJTの状況は多様であった。
学習方略が現状で構わないと考えられる手技と改善が求められる手技について臨床実習担当教員と
検討する必要がある。
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［1－C－2］
「模擬患者からみた高齢認知症患者のシナリオ作成と演じ方について」

東京医科歯科大学　統合教育機構　金子英司

現在、高齢化が進行しており、認知症患者が増加しているので、高齢者の医療面接や認知機能検査
を教育することは重要である。医学生8名を対象とした研究では、学生は模擬患者の年齢を必ずし
も正確に把握していないが、初回の高齢者医療面接では年齢を合わせたほうが良いことや、認知機
能検査では年齢の影響が低いことが分かった。私たちは模擬患者「つつじの会」の勉強会で、認知
症であることを隠そうとする高齢者や慢性硬膜下血腫の高齢者などのシナリオについて検討し、そ
の演じ方を議論した。特に自分の症状を隠そうとする患者を演じるのは初めてであったので、新し
い経験となった。
スモール・グループ・ディスカッションで議論された問題点としては、①高齢者の特徴（典型的な
老人像）が多岐にわたり捉えにくい。②時系列（症状がいつからで、どのような経過か）をはっき
り答えられない状況の演じ方。③認知症の程度を、医師と患者でどこまで理解して、コミュニケー
ションをとれるか。④見た目をどうするか。⑤動作（声の出し方、しゃべり方、歩き方、姿勢、と
ぼけ方。）をどうするか。⑥過剰な演技にならないか。などが挙げられた。
具体的な対応策としては、①服装、化粧、見た目などの外見の工夫。（ボタンの掛け違い、中途半
端な化粧、だらしない服装、古着、季節感がない。）②ゆっくり、歩幅を狭く歩く。背中、腰をま
るめる。③小さい声でゆっくり話す。口ごもる。（耳が聞こえないときは大きな声。）④忘れた振
り、気づいていない振り、取り繕う。⑤質問に即答しない。もたもたする。付き添いの方を見る。
⑥すべてがアバウトな感じでありながら、つじつまを合わせる。とぼける。⑦シナリオに、動作の
工夫、歩行、姿勢、言葉遣いなど具体的に書く。⑧他人の演技を見ながら練習する。などが挙げら
れた。
今後はこのような問題点を検討して高齢認知症のシナリオを作成し、模擬患者リハーサルの中でよ
りよい役作りをしていくことが重要と考えられた。
（この演題発表に関連し、開示すべきCOI関係にある企業などはない。）
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［1－C－3］
医学部1年生に対する医療シミュレーション教育の意義

鈴木義彦１、淺田義和２
１）自治医科大学　メディカルシミュレーションセンター
２）自治医科大学　情報センター

【背景】
医学部に入学して来る学生は、当然のことであるが、医学、医療に対して高い興味、関心を持って
いる。しかし、実際には、入学当初は教養系教科が中心で医療に接する機会は少ない。医学に対す
る関心が高い入学時から、医療シミュレーション教育を行うことで、医学に対する関心を維持し、
延いては後の基礎医学及び臨床医学を学ぶための動機付けになるのではないかと考え、選択授業の
１つとして「医療シミュレーション入門」を行っている。
【講義の目的】
① 早期に医療シミュレーションを体験することで、医学部に入った実感を高め今後の学習の
動機付けにする。
② シミュレータで手技を体験することを通じて、臨床の医療の背景に、物理や化学などの基
礎科目、解剖学や生理学の知識が関連していることを知り、基礎医学、臨床医学を学ぶ意義を認識
する。
【授業設計】
［授業時間］70分x10回（週1回）
［受講学生］
1年生前期の選択科目として受講した20名。
［グループ分けと使用シミュレータ］
20名を3グループに分けて、各グループが以下のシミュレータを担当した。
①心音聴診と血圧測定
②静脈採血シミュレータと動脈採血シミュレータ
③心エコーと電気的除細動
［講義の進め方］
各手技を2週間連続で2回行うこととした。事前準備として、配付資料とプレゼンテーション用のス
ライドを作成することとした。講義日当日は、担当グループが、残りの学生に対してミニレク
チャーとシミュレータによる手技の指導を行った。1週目の授業終了後、その反省に基づき配付資
料や授業のスライド、指導法の改善することも課題の一つとした。
［評価］評価は、ルーブリックを用いた学生間の評価、ルーブリックを用いた教員による評価、配
布資料の内容と改善の程度、出席で総合的に行った。評価は、個人ではなくグループ評価とした。
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【結果】全授業終了後のアンケートでは、92％が受講してよかったと答えた。お互いに学生間で教
え合う形式は高評価だった（全員がよかった、あるいはまあよかった）。また、「配布資料の作成
すること」、「ミニレクチャーをすること」、「手技を教えること」に関しても全員が学習になっ
たと回答した。92％の学生が、解剖学や生理学などの興味が持てたと答えた。
【考察】
医学部一年生に対するシミュレーションを使った授業は好評だった。また、シミュレータでの手技
を通じて基礎医学に接することは、今後の基礎医学を学ぶ動機付けになると思われた。今回紹介し
た授業形式となって2年経過した。今後受講した学生に対して基礎医学の受講が終了した時点でア
ンケート調査を行い、授業の有効性を評価する予定である。
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［1－C－4］
埼玉医科大学医学部２年生のBLS演習における評価について（第二報）
Assessment of the BLS skills in the Training Program for Second-Year Medical Students in 
Saitama Medical University（Ⅱ）

川村勇樹１），佐藤義文１），辻　美隆１），高平修二２），岸田全人２），有田和恵１），大西
京子１），山田泰子１），森　茂久１），土田哲也１）
１）埼玉医科大学・医学教育センター　２）埼玉医科大学　国際医療センター　救急医学科

【目的】 昨年の本学会で、埼玉医科大学医学部2年生のBasic Life Support (一次救命処置)演習にお
ける評価について報告した。チェックリストに基づき、学生相互で手技について評価をし、フィー
ドバックをするように指導してきたが、学生同士の評価は甘くなりがちであり、手技の上達を促す
ためのフィードバックも疎かになっていた。そうした問題点の解決策として、演習後の評価に
QCPR®システムによる客観的な評価を導入し、演習の最後に実施した。今回、その評価の平均値
を１年生の時に測定したものと比較して、このシステムを導入した効果を検討したい。
【方法】対象は本学医学部2年生135名。2時間の演習後、１人１分間のCPRの手技についてレール
ダル メディカル社製のBLSトレーニング用　CPRマネキン“レサシアンwith QCPR®”および“ 
Sim Padスキルレポーター®”で測定，評価した。CPRの総合評価はパフォーマンスレベル
〔0-100％〕で表示され、その構成要素である胸骨圧迫，換気，全体の時間の内で胸骨圧迫に関
わっていた時間の割合を示すフロー率も示される。
【結果】総合評価を示すパフォーマンスレベルの平均値は73.8％であり、１年生の時に実施した時
の66.1％を上回っていた。また、全体の半数以上の79名が以前よりもパフォーマンスレベルが向上
していた。各要素の平均値も、胸骨圧迫（71.8％→79.9％），換気（55.8％→58.6％），フロー率
（67.6％→70.3％）と、すべて１年生の時より増加していた。
【考察】QCPR®システムによるCPRの評価を導入したことで、学生の手技をより適切に評価でき
るようになった。胸骨圧迫の深さ，リコイル，テンポ，換気時の呼気流入量などを具体的な数値や
グラフで示すことができ、これを利用したフィードバックは学生達の手技を習得するためのモチ
ベーションを高めているようであった。また、評価をまとめた結果から本演習が学生の手技の向上
に有効であることを確認できた。
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［1－C－5］
医学部１年生に対するBLS実習の試み

岩手医科大学医学部医学教育学講座　　相澤　純、田島克己、伊藤智範、佐藤洋一

はじめに
プロフェッショナリズム教育の観点から、岩手医科大学でも平成26年度から医学部１年生を対象と
したBLS実習を行っている。３回めとなる今回の、方法とアンケートの結果について報告する。

対象
医学部１年生、130名。

方法
６月中旬に、全体を65名ずつ半分に分け、それぞれ午後２コマ３時間を使用して実施した。入学時
に、全員にレールダル社のミニアンTMを購入させた。当日は、オリエンテーションのあと、ミニ
アン付属のDVDを供覧しながらステップ・バイ・ステップで手技を全員で練習。その後、別室に
移動し8～9人ずつの8グループに分かれて、２グループに１名の救急救命士による指導を、レサシ
アンとAEDトレーナーを用いて施行した。その後、無作為に抽出した学生3名に対して、「シムマ
ン3GTM＋本物のAED」による実演を全員の前で行わせた。休憩後に、BLS講習会の受講者が多い
割に実際に使用されていない現状を紹介して、それに対する対策をディスカッションする時間を設
けた。評価は、出席確認も兼ねたプレテストとポストテストを実習前後に施行して行った。

結果
テストの正答率は、平均でプレテストの76%が、ポストテストでは96％に上昇していた。「あなた
は、街中で目の前で見知らぬ人が倒れた時に、BLSを行うことができますか？」という質問への回
答を７段階のリッカート尺度に記入させた平均値は、プレテストの4からポストテストでは5に変化
がみられた。自由記載でコメントを得られたのは114名で、「ためになった」「（自動車学校の）
復習になった」という肯定的な意見が110名だったが、「胸骨圧迫が疲れた」「体力が必要」とい
う比較的否定的な意見も4名から得られた。

考察
今回は、技術の完全修得は目的とはせず、知識の獲得と意識の変化を目的としていた。知識につい
ては向上がみられたが、ポストテストの正答率が85%と唯一80%台だった設問については、問題文
の妥当性を検討すべきかもしれない。今回、記名アンケートであったため、肯定的なコメントが多
かった可能性も考えられた。「プレ・ポストテストの点数も含め、結果は進級判定には一切用いな
い」旨記載していたが、もし正確な調査をするのであれば別に無記名でコメントを収集する方法も
あったかもしれない。
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［1－C－6］
演題名：新潟大学医学科新カリキュラムの概要と実施状況について

著者名：○澁谷雅子１、２、伊藤正洋１、２、鈴木利哉１、２、３、
遠藤直人２、佐藤昇２、３、土田正則２、３、西條康夫３、牛木辰男１、３　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　
所属：1総合医学教育センター、2カリキュラム改定準備作業部会、３医学科学務委員会

【研究の背景・目的】新潟大学医学科は、わが国最初の医学教育分野別評価トライアル（平成25年
度）受審時の外部評価、医学生の学力低下に関する全国医学部長病院長会議の提言等を参考に、平
成26年度新入生から学年進行性で新カリキュラムを実施している。低学年から医学へのモチベー
ションを高め成績を向上させる取り組み、低学年から正規のカリキュラムへのシミュレーション実
習導入、診療参加型臨床実習の拡充、アウトカム策定について報告する。
【結果】新カリキュラムの基本骨格は、①1年次から医学・医療へのモチベーションを高める講義
の開設、②医学研究実習等、基礎医学研究学修環境の整備、③診療参加型臨床実習の内容・期間の
充実であり、アウトカム基盤型教育に移行する。今までの成果として1年次「医学入門」の新設、
2-4年次の「基礎医学/社会医学講義・実習」の再編・充実、3年次「医学研究実習」の前倒し実
施、3年次から「統合臨床医学」心音・呼吸音シミュレーション実習の導入、4-6年次「診療参加型
臨床実習」の期間・内容の充実、6年次「臨床実習終了時OSCE（PCC-OSCE）」、平成28年度医
学科ディプローマポリシーの策定があげられる。
新カリキュラム1年次「医学入門」のアンケートでは、「理想の医師像がより具体的になり、専門
の勉強へのモチベーションが高まった」等の肯定的な意見が多数を占めた。移行後の「基礎医学講
義」を受講した2年次学生（平成27年度）の2年次履修科目全体の再試験不合格率（3.4％）は、旧
カリキュラムの学生（平成22-26年度）の再試験不合格率（4.9％）に比較して、有意に減少してい
た（P=0.006）。平成27年度2年次留年率（6.8％）は、平成22-26年度2年次留年率（12.8％）より有
意に減少していた（P=0.038）。シミュレーション実習の充実により、平成28年から学生のシミュ
レーション自学自修サークル（NECST）が発足した。今後、4-6年次「診療参加型臨床実習」で
は、実習の枠組みを改変すると同時に、シミュレーターを用いた実習を充実させる予定である。ア
ウトカム基盤型教育の準備のため、医学科の使命、教育目標、ディプローマ・ポリシーを基にして
アウトカムを策定する準備を行っている。
【考察と結論】新カリキュラムは、入学早期からの医師になるという強い意志の涵養、全国的な低
学年の学力低下問題に対し、効果を認めた。今後、新カリキュラムの評価体制についても整備して
いく方針である。
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［1－C－7］
医学科5年生に対する血管内治療トレーニングシミュレータVISTを用いた循環器内科学クリニカル
クラークシップ

新潟大学医学科　
1）総合医学教育センター、２）医療人育成センター、３）循環器内科学、
伊藤正洋1）３）、澁谷雅子1）、鈴木利哉1）、髙橋　昌２）、中坊亜由美３）、南野　徹３）

＜目的＞新潟大学循環器内科学講座では、平成27年度から医学科5年生のクリニカルクラークシッ
プにおいて血管内治療トレーニングシミュレータVISTを用いた心臓カテーテル検査シミュレー
ション実習を開始した。基礎医学と臨床医学の関連を理解してもらい、循環器内科学を含む臨床医
学への興味を深めてもらい、学生自らの能動学習を促すことを目的としている。実習内容および学
生アンケートの解析結果を報告する。
＜方法＞平成27年度の本学5年生110名全員に対して、少人数グループで血管インターベンションシ
ミュレーショントレーナ　Mentice VISTを用いたシミュレーション実習を行い、終了後にアン
ケート（紙媒体、記名）を実施した。
＜結果＞5年生5-6名のグループを1名の教員が指導して、①症例ベースで症状、心電図から急性冠
症候群を想起させる、②必要な検査と治療を検討させプレゼンテーションさせる、③学生全員にシ
ミュレータを用いて、冠動脈へのカテーテル挿入を体験させる、④グループで協力させて冠動脈病
変へのステント留置を行わせる、このようなプロセスのシミュレーション実習を90分間で行い、終
了後、すみやかに指導教員から学生へのフィードバックを行った。実施したアンケートの回収率は
91%であった。実習内容に対する評価は、非常によい82％、よい18％であり、「頭の中にある知識
がまとまりやすい」、「解剖や生理学等を複合的に理解しながら学べる」、「心臓三次元構造の理
解が深まった」、「実際に手を動かすことで臨床に興味がわく」、「シミュレータを使用しながら
の説明は記憶に残りやすい」、といった肯定的な意見が多かった。「シミュレータを使用した実習
は知識の向上、学習意欲の向上に役立つか」の問いには、学生から、非常に役立つ74%、役立つ
26%の回答があった。学生からは、講義時間以外もシミュレータで学ばせてもらいたい、実習時間
を長くしてもらいたい、他の手技もシミュレータで実習させてもらいたい、といった要望が寄せら
れた。
＜考察＞平成27年度から開始した血管内治療トレーニングシミュレータを用いた実習は、学生から
高い評価をえた。平成28年度からは新規に経胸壁心エコー検査のシミュレータ実習も開始してお
り、循環器内科学クリニカルクラークシップにおけるシミュレータの有効活用についてさらに検討
していく予定である。
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［1－C－8］
医学科学生の医療面接実習における「共感」に関する検討　－模擬患者の感想から－

原田　芳巳１、平山　陽示１、井村　博美１、大滝　純司１、２
１．東京医科大学医学部医学科総合診療医学分野
２．北海道大学大学院医学研究科医学教育推進センター

【緒言】医学生のコミュニケーション能力の評価として行われる医療面接のOSCEでは、医学生が
「共感的なコミュニケーションが出来ているか」をSPや教員が評価している。また、医療面接実
習では、医学生の共感性についてSPが感想をフィードバックしている。OSCEは共用試験だけでな
く卒業認定にも取り入れられつつあるが、そのOSCEで共感性を評価する方法の妥当性を検討した
報告はない。本研究では、SPが医学生の共感性について感じた内容を解析する。
【方法】医学科5年のSP参加型医療面接実習で、各実習グループにつき２名の学生が医師役でロー
ルプレイを行っている。2015年3月30日から16年2月16日まで計17グループ34名の学生の医療面接に
ついて検討した。この実習終了後のSPに面接調査を行い、どの点に共感してもらったと感じたか
を調査した。
【結果】SPが「共感的であった」と感じた学生は13名だった。感想として多かったのは、
「共感の言葉が聞かれた〔共感的と感じた面接(はい７件、いいえ５件)：感じなかった面接(はい３
件、いいえ１７件) 〕」、
「よく話を聞いてくれた〔共感的と感じた面接(はい６件、いいえ１件)：感じなかった面接(はい２
件、いいえ７件) 〕」、
「視線を合わせてくれた〔共感的と感じた面接(はい４件、いいえ０件)：感じなかった面接(はい０
件、いいえ１件) 〕」、
「態度が真剣だった〔共感的と感じた面接(はい４件、いいえ１件)：感じなかった面接(はい４件、
いいえ３件)）」、
「詳細に話をきいてくれた〔共感的と感じた面接(はい１件、いいえ０件)：感じなかった面接(はい
０件、いいえ１件) 〕」、
「解釈モデルをきいてくれた〔共感的と感じた面接(はい０件、いいえ０件)：感じなかった面接(は
い１件、いいえ０件) 〕」
といった時だった。「共感の言葉が聞かれた」場合も事務的、あっさりしていたということで共感
的でないとの感想であった。
【考案】SPが共感的と感じる医療面接が少なかった。臨床実習中に行われたため、医学的情報の
聴取に偏った医療面接になった可能性もある。共感性の評価には、共感の言葉が聞かれることは重
要である。SPが共感的と感じる医療面接は「共感の言葉が聞かれた」というだけでは評価できな
い。「よく話を聞いてくれた」、「視線を合わせてくれた」などの非言語コミュニケーションに対
する多様な感想が聞かれた。
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［2－D－1］
女性診察手技実習が研修医に与える影響

島崎郁司1）、森村美奈1）、竹重友美2）、奥幸子2）、森崎珠実3）、首藤太一1）
1）大阪市立大学　総合診療センター／総合医学教育学
2）大阪市立大学医学部スキルスシミュレーションセンター
3）大阪市立大学　先端予防医療学科

【背景と目的】 
産婦人科における医師不足およびプライマリケア医の役割の重要性が指摘され続けている。その中
で産婦人科医師のみならず、プライマリケアに携わる医師においても女性診察を習得することの重
要性が認識されている。
そこで、2007年度より、当院の１年目研修医に対し、婦人科・産科・乳腺診療にまつわる女性診察
手技実習への参加を義務化し、2010年度からは２年目研修医をインストラクターに起用し、教える
ことで学ぶという機会を設けている。また、この実習を経験した研修医には、総合診療センターに
おける女性診察を実臨床で経験してもらっている。
今回我々は、実習概要を報告するとともに、それらが研修医に及ぼす影響を検討した。
【方法】 
研修医1年目（受講者2016年n=15, 2015年n=15）および2年目（インストラクター2016年n=6,2015年
n=6）のアンケート調査およびインタビューをもとに、量的・質的にその内容を検討した。
【結果】
2016年、2015年両年において受講者、インストラクターとも全員が女性診察手技実習は今後の診療
に役立つと考えると回答した。2015年のアンケートではインストラクターは参加理由として66％が
義務であるからと回答しており、参加前の気持ちも不安であるとの回答が66％と楽しみであると答
えたものより多かったが、実習後は全員が好意的な回答をしており、66％は再び参加したいと回答
した。また2016年のアンケートでは受講者の60％、インストラクターの83％は今回の実習が今後の
自身の診療科決定にポジティブな影響を与えたと感じていた。
【結語】
女性手技は患者への配慮から、研修医が実診療で試みる機会は少ない。シミュレーションを使った
実習は、受講生あるいはインストラクターとして参加した双方の研修医にとって、女性診療を実臨
床で試みたいという気持ちを高める効果が期待された。また、今回の検討より、このシミュレー
ション実習は、女性診療を専攻する気持ちに、陽性感情を引き起こす可能性が示唆された。
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［2－D－2］
タイトル：プラットフォーム型シミュレータに関する研究―瘻孔管理研修に用いて-

川上勝１）、鈴木美津枝２）、三科志穂２）、清水みどり１）、福田順子１）、田村敦子１）、
平尾温司１）、村上礼子２）、春山早苗１）
所属：１）自治医科大学　看護学部、２）自治医科大学看護師特定行為研修センター

【背景・目的】近年、多くの医療教育機関において様々なシミュレータが導入され、その教育的効
果が確認されている。特定行為研修制度がスタートし、研修を受けた看護師がこれまで医師のみが
行っていた医行為の一部を実施できるようになった。研修プログラム（以下、研修）では、特定行
為を習得するためにはシミュレータは不可欠である。また、研修生は自施設等における実地研修中
に手順や手技を反復して練習する必要がある。しかしながら、既存のシミュレータは研修生への配
付やあらゆる場所への持運びが困難であるため、トレーニングが効果的に行えない恐れがある。そ
こで、我々は、これらの課題を解決するため、共通フレームを使用し、人工皮膚の交換により様々
な特定行為のトレーニングが可能なシミュレータ（以下、プラットフォーム型シミュレータ）を開
発した。本研究では、プラットフォーム型シミュレータの概要と膀胱瘻および胃瘻カテーテル（以
下、瘻孔カテーテル）交換トレーニング研修への導入結果について報告する。

【プラットフォーム型シミュレータの概要】
特定行為トレーニング用パッド（以下、パッド）と、フレームで構成する。パッドは統一サイズ
（縦横12ｃｍ、厚さ3ｃｍ）とし、トレーニングする手技に応じて人工皮膚（バイオスキン、レ
ジーナ）の表面を加工する。パッドの加工を除く、フレームの設計および成形は研究者が行った。
フレームは使用後パーツ毎に分解し、パットと伴に市販されているA4サイズで厚さ3ｃｍ程度の
ファイルケースに収納する。今回、瘻孔カテーテル交換に関する手技・手順の習得目的で、疑似瘻
孔付きパッド（以下、専用パッド）を作成した。

【瘻孔カテーテル交換トレーニング研修後の調査】
１）方法　
瘻孔管理研修に参加し、同意の得られた受講生を対象者とした。対象者には専用パッドを装着した
プラットフォーム型シミュレータを研修前に配付した。研修期間中に自施設や自宅での使用回数、
使用感や改善点についてオンライン上での回答を依頼した。
２）結果・考察
対象者4名から回答を得られた。肯定的な意見として、「交換時の感触を理解できた」、「組立式
なので持ち運びが便利」等があった。一方、「力を入れると壊れそう」、「グラグラする」、「高
さが高い」等の否定的な意見があった。また、「インジゴ液の貯留ができるといい」等の提案が
あった。
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３）考察
開発したシミュレータは全体のサイズや専用パッドにより技術習得に役立ったといえる。一方、フ
レームの強度や機能を高める必要性が示唆された。

【まとめ】
　瘻孔管理用のシミュレータは教材として有用であったといえる。今後、受講生からの意見等を踏
まえフレームの強度向上や機能追加のためにデザインを改良する予定である。また、他の特定行為
用のパッドを製作し、研修に活用できるようにする。
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［2－D－3］
当院における産科危機的出血シミュレーション学習会による効果

島津泉１）八木かおり１）
１）聖隷浜松病院　MFICU

Ⅰ　はじめに
わが国における産科危機的出血による妊産婦死亡は妊産婦死亡全体の30%程度であり、分娩10万あ
たり1～1.5人と推測される。院内での初期対応は異常の早期発見が重要であり、日ごろからのシ
ミュレーショントレーニングが重要である。当院ではMFICU産科危機的出血シミュレーション学
習会を毎年開催していたが評価はされておらず効果は不明であった。そこで2015年度は知識編(全2
回)と実践編(全3回)にわけ、ステップアップできる内容の学習会を計画・実施・評価した。実践編3
回のうち2回は出産シミュレーターSimMom○R(Laerdal社)を使用した。結果、産科危機的出血の対
応に対するメンバーシップ、リーダーシップ能力が向上し効果的な学習会であったため報告する。
Ⅱ　研究方法
１）研究協力者　研究の主旨を説明し同意の得られたMFICUスタッフ
２）期間　2015年5月～2016年2月
３）方法
実践編学習会後にリーダー、メンバーに分けてメガコードチェックリスト (別紙参照)とアンケート
を実施し分析した。
【用語の定義】メガコードチェックリスト：当院MFICU独自で作成した評価ツール（別紙参照）
４）倫理的配慮
研究主旨を口頭及び文書にて説明し、同意の得られた対象者に対し実施した。データは研究目的以
外に使用せず、個人を特定出来るような表現、記述は避けた。また当院臨床研究審査委員会の承認
を得た。
Ⅲ　結果
リーダーでは｢マンパワーの確保｣｢メンバーへ役割を分担する｣｢輸血の可能性を考慮し医師へ提案
できる｣等の項目が、メンバーでは｢人を呼ぶ｣｢バイタル、SI値、出血量の測定報告ができる」等の
項目が上昇した。個人では回数を重ねる毎にメガコードチェックリストの得点が上昇した。数回し
か参加できなかったスタッフは得点が低下する傾向にあった。実施後の自由記載アンケートではシ
ミュレーション学習会後、実践に活かせていることは｢人を呼ぶ｣｢SI値の報告｣｢患者の状態を予測
しながら物品準備ができる｣等であった。また学習会の構成では知識と実践を交互に行う事によっ
てより理解が深まった、SimMom○Rの使用では臨場感があり実践に近い状態であった為危機感を
感じた等の意見があった。
Ⅳ　考察
継続的にシミュレーション学習を行うことでできるようになった項目が増え、実践に活かされてい
くと考える。また知識と実践に分けた学習会の構成は学習の理解を深めるのに有効であった。さら
にSimMom○Rを使用したことでより実践に近い学習会を実施することができたと考える。
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Ⅴ　課題
in-out管理やCVルートの考慮は全学習会を通して得点が上昇しなかったため、根拠付けながら必要
性を理解できる内容の学習会を定期的に開催し、スタッフの知識と技術の向上を図っていきたい。
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［2－D－4］
安全な中心静脈穿刺手技の普及推進を目的とした教育プログラムの紹介

獨協医科大学越谷病院　救命救急センター　松島久雄
近畿大学医学部堺病院　麻酔科　湯浅晴之
杏林大学医学部　麻酔科学教室　徳嶺譲芳

　中心静脈穿刺手技による有害事象や致死的合併症を防ぐために、三つの基本方針①適応の厳格
化、②手技の標準化、③教育体制の構築が挙げられている。中心静脈穿刺は超音波ガイド下穿刺が
従来の盲目的穿刺と比較して、成功率が高く合併症発生率が低い。しかしながら、正しい理論の理
解やトレーニングが不十分であると有用でないばかりか、合併症も回避できない。
安全な中心静脈穿刺を普及させるために、超音波ガイドを標準手技とした教育体制の構築が重要と
考えられる。我々は日本医学シミュレーション学会を活動拠点として、超音波ガイド法の普及活動
を行ってきた。座学を中心とした講演活動、シミュレータ・トレーニング、各施設の指導者養成の
ためのコース開催も行っている。円滑なプログラム運営のため、教育ツールの作成や機材準備のサ
ポートも行ってきた。現在では全国各地で定期的にコースが開催されるようになり、指導者も増加
傾向にある。
更なる普及のために、教育ツールの更新、e-learningの導入、指導者のスキル維持、コスト削減な
ど検討すべき項目はまだ多い。現時点での活動状況、プログラムの内容や今後の課題などについて
報告する。
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［2－D－5］
静岡県立総合病院における中心静脈カテーテルの安全な留置への取り組み

演者１　大嶋 進史
演者２　青木 善孝
所属: 演者１,２とも静岡県立総合病院麻酔科

【背景】
当院では中心静脈カテーテル（CVC）留置の安全性を高めるため、平成22年より医療安全室主導で
CVC認定制度を導入した。原則としてCVC講習会を受講し一定の経験を積んだ認定医がCVセン
ターで穿刺を施行している。認定制度開始前後の合併症比較を含めて、安全なCVC留置に向けての
試みを紹介する。
【講習会の現状】
当院におけるCVC講習会は平成28年6月までに18回開講され、312人が受講している。CVC留置を
行う全臨床医を受講対象とし、講義約2時間、CVシミュレーターを用いたトレーニング約2時間の
講習を行っている。
【認定制度】
認定制度ではCVC登録医および指導医の2資格がある。講習会を受講し、指導医の下でCVC挿入経
験が2例以上ある医師を登録医として認定する。単独でのCVC留置は登録医以上で許可される。ま
た登録医のうち医師10年目以上かつ挿入経験20例以上の物を指導医として認定し、非登録医は指導
医のもとでのみCVC留置が許可される。CVC講習会の指導は日本麻酔科学会専門医が交代で行っ
ている。
【CVセンター】
平成25年からCVセンターが運用開始し、救命救急センター、手術室、ICUなどの例外を除き、全
CVC留置をCVセンターで行っている。CVセンター内には検査機器、救急カートなどが準備され、
全例を超音波ガイド下に留置しガイドワイヤーを透視装置で確認している。手術室に隣接し、合併
症発生時には麻酔科医師に連絡し緊急対応する。年間340－350症例のCVカテーテル挿入、CVポー
ト埋め込み、抜去を行っている。
【合併症発生頻度の比較】
穿刺回数及び合併症の比較をする予定であったが、専任看護師が所属された平成25年以前のデータ
は残っていなかった。動脈穿刺、血腫の発生率は平成25年9／340例、平成26年2／345例、平成27年
6／350例であった。CVセンター外でのCV施行回数および合併症の発生率は調査されていなかっ
た。CV関連のインシデントレポートの報告数は、平成22－25年で4例、平成25－28年で2例であっ
た。減少している傾向にはあるが、平成25年以降はCVセンター外での報告はなく、実態が把握で
きていない。
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【考察】
今回、CVC認定制度が医療安全面で寄与しているか検討してみたが、記録されているデータが少な
く結論が出せなかった。今後の課題としては、穿刺回数および合併症の記録をCVセンター内のみな
らずセンター外でも把握することが重要だと考えられた。CVC認定制度は今後も継続予定である。

－59－



［2－D－6］
研修医、医学生向けシミュレーション教育「ER当直セミナー」の開催

小林正宜、衣畑成紀、島崎郁司、甲斐沼成、梅田桜子、幕内安弥子、並川浩己、福本一夫、
津村えりか＊、豊田宏光、鎌田紀子、栩野吉弘、森村美奈、竹本恭彦、首藤太一

大阪市立大学　総合医学教育学／総合診療センター
＊藤井寺市民病院　内科

【背景・目的】研修医、医学生において、2次救急診療を修得したいというニーズが高まってい
る。しかしながら、本学では2次救急診療を扱っておらず、2次救急診療について学ぶ場が少ない。
彼らのニーズに応えるため、「ER当直セミナー」（本セミナー）として2次救急診療の参加型勉強
会を定期開催しているので、その内容と意義を報告する。
【方法】本セミナーは平日19時から本学スキルスシミュレーションセンターで行った。シミュレー
タを用いて2次救急診療シナリオ（シナリオ）を再現した。受講者は本学・他学を問わず、希望の
あった研修医、医学生を対象とした。指導医がシナリオのオペレーターとなり、研修医と医学生に
よる数名1組のチームが診療にあたる。シナリオを終えたら、ディスカッションを行い、指導医か
らフィードバックを受ける。なお、本セミナーの実施に際し、以下の点を工夫した。１）研修医－
医学生、上級生－下級生のチーム編成で屋根瓦式教育法を実践する。２）多科の医師が教育現場を
共有する。３）同じシナリオを反復し、得た知識をすぐにアウトプットさせることで、知識の定着
を図る。４）研修医、医学生が患者役を担当し、仁術の心を養う。そして、５）他施設からの参加
を促し、刺激を共有する。終了後にフィードバックを行い、彼らの診療や思考過程を明らかにする
とともに、アンケートを行い、結果を集約した。
【結果】本セミナーは現在までに計10回開催している。毎回約13名の研修医と医学生、そして毎回
約4名の指導医が参加し、合計参加者はのべ170名を数える。「次回も参加したいか」および、
「ニーズに合っているか」との問いに対してそれぞれ、「参加したい」および、「合っている」と
いう意見が100%であった。自由記載では受講者から「もっと積極的に診療に関わりたいと思っ
た」、「患者さんへの配慮が重要だと感じた」といった意見がみられた。そして指導医からは「彼
らのモチベーションを高める重要な勉強会だと思う。そして自分たちも教育の勉強になった」と
いった意見がみられた。
【結語】研修医、医学生への本セミナー開催は非常に好評であった。研修医、医学生のニーズに
合った2次救急診療の参加型勉強会を開催する意義は多岐に渡る可能性が示唆された。今後受講生
が、この経験を実習や研修にどれだけ活かされているかを評価する必要がある。
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［2－D－7］
Certified Healthare Simulation Educator：CHSEと長野小児救急セミナーの質の向上

長野県立病院機構本部研修センター　赤嶺　陽子
おきなわクリニカルシミュレーションセンター　大内　元

【背景】Certified Simulation Healthcare Educator（CHSEと略）は、Society for Simulation in 
Healthcareが認定しているシミュレーション基盤型教育（Simulation Based Medical Education
（SBMEと略）の資格である。CHSE認定の趣旨は、SBMEの管理運営に必要なグローバルスタン
ダードな知識と経験を持つという認定を付与することである。SBMEの管理運営に必要な知識と
は、教育理論、Needs Assessment、GoalとObjective設定、Bloom's Taxonomy of learning、
Assessment and Evaluation、SBMEにおける教育倫理、リーダーシップ、指導者教育などであ
る。今回、SBME手法を用いた長野県小児救急シミュレーションプログラムに日本人CHSEと米国
人CHSEが関わり、プログラムの改善点を受講生アンケートに基づいて調査した。【対象】第1回
目受講生26人（2014年7月、CHSEなし）と第2回目受講生18人（2016年3月、2名のCHSE）【方
法】アンケート調査による5段階Likert ScaleをUnpaired t-testで比較【結果】シミュレーションへ
の評価は、「とても満足」と答えた受講生が65％から89％へ増加。ディブリーフィングでの発言に
関しては「積極的に発言しようと思った」という記述に対する1～5段階評価にて、2回目受講生で
有意に高値を示した。（P＜0.05）【考察】SimTikiシミュレーションセンターに所属するCHSE資
格認定者２人がデザインと運営に関わることで適切な参加者数割り出し、グループ分け、
Motivationの促進、明確なGoalとObjectiveの設定、指導者に対してロールモデルを提供するという
指導者教育などのリーダーシップを発揮したことで、長野県小児救急シミュレーションプログラム
の改善が示唆された。
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［2－D－8］
女性医師・看護師のための医療シミュレータを用いた復職支援実習

加藤沙弥佳１、小松弘幸１、舟橋美保子１、舩元太郎１、中島孝治１、安倍弘生１、有村保次２、
丸山眞杉１
１. 宮崎大学医学部 医療人育成支援センター
２. 同　　　　　　 社会医学講座データマネジメント分野

《抄録本文》
【目的】近年、ライフワークに関連した女性医療者の離職の増加に伴い、女性医師・看護師の復職
支援は重要課題となっている。そこで、本学で2011～2015年にシミュレータを用いた女性医師・看
護師のための復職支援実習を実施した。その取り組みの概要と受講後アンケートの結果を報告す
る。
【方法】本実習は毎年11月の平日午後の約2時間、12種類の実習（バイタルサイン、心音・肺音聴
取、心電図モニター判読、静脈採血・静脈路確保、動脈採血、中心静脈穿刺、導尿カテーテル留
置、輸液ポンプ・シリンジポンプ操作、一次救命処置、気管挿管、腹部エコー、上部消化管内視
鏡）の中から参加者が3～4項目を自ら選択し、１項目あたり30分程度で実施した。現役医師・看護
師が実習指導を担当し、実施後に実習内容の評価と自由記載からなるアンケート調査を行った。
【結果】計5回の参加人数は57名（医師10名、看護師47名）で、年齢は医師では30代が６名
（66.7%）、看護師では30代と40代がそれぞれ17名（37.8%）と最も多かった。離職までの勤務年数
は医師5.9年（±3.7）、看護師7.2年（±7.4）で、離職期間は医師5.8年（±4.5）、看護師8.5年
（±6.4）であった。実習後アンケート（回収率96.3％）では、回答者の78.8％が実習時間は適切で
あり、80.8％が本実習は今後の復職や技術向上に非常に役立つと回答した。研修で最も役に立った
内容については、医師では腹部エコー（29.4％）と気管挿管（17.6％）、看護師では静脈採血・静
脈路確保（25.6％）と心電図モニター判読（15.2％）であった。また、自由記載では、本実習のみ
では復職可能な段階には至らないものの、受講により復職への動機づけが高まったとする意見や、
次回の研修参加を希望する意見も多くみられた。
【考察および結語】シミュレータを用いた復職支援実習への満足度は高く、今後の復職への動機づ
けになったことが示唆された。これは、複数の実習項目から参加者が選択し実施するという形式で
行ったこと、また、シミュレータによる実技実習では、参加者が“できた”感覚と達成感を得やす
く、学習意欲の向上や高い満足度につながったと考えられる。参加者は30～40代が多いことから、
今後はワークライフバランスへの支援も視野に入れた活動も重要と考える。
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［2－E－1］
教育用人工呼吸器技術トレーニングシステムの開発
―換気モードPSVの導入・血液ガスの再現とその妥当性の検討―

三島千秋　土岐由生　田中啓也　藤原健跳　池田萌望　兼清萌絵　服部託夢　戸梶めぐみ
広島工業大学　生命学部　生体医工学科

【背景】人工呼吸器技術の習得に必要な機械的及び生理学的知識を含めた総合的な理解は臨床経験
により得る傾向にあり、医療技術者養成校での教育では十分に修得し難い現状がある。演者らは、
臨床前教育として活用可能な、呼吸動態に則した人工呼吸器技術をパソコン（PC）上で容易にト
レーニングできる人工呼吸器トレーニングシステムの開発に着手している。本システムは、患者呼
吸動態を再現する仮想患者モデル、人工呼吸器動作を再現する人工呼吸器モデルから成る。仮想患
者モデルで再現された呼吸動態に対して人工呼吸器モデルを操作し、それに対応した呼吸動態変化
を観察するといったトレーニングが可能なシステムの実現を目指している。仮想患者モデルにおい
て気道抵抗や肺コンプライアンス変化による気道内圧及び換気量変化の再現が可能であり、現在呼
吸器疾患別呼吸動態再現の可能性の検討に加え、人工呼吸器モデルの充実化を図っている。
【目的】本研究では、人工呼吸器モデルにおいてすでに構築されているPCV・VCVの換気モード
に加え、新たな換気モードPSV（pressure support ventilation）の導入、また、仮想患者モデルに
おいて血液ガス（PaO2・PaCO2）の再現を行い、本システムの充実化を目的とした。
【方法】LABVEIWを用いて、自発呼吸を再現するために、乱数を用いて気道内圧波形上に不規則
に現れる陰圧波形を作成し、それに同期した圧規定波形が出るようプログラミングした。また、人
工呼吸器設定や仮想患者モデルの呼吸器パラメータ（気道抵抗・肺コンプライアンス）の変更が波
形に反映するような仕組みとした。さらに、人工呼吸器設定や患者呼吸動態の変化に対応した動脈
血酸素分圧（PaO2）及び動脈血二酸化炭素分圧（PaCO2）を決定する数値モデルを構築し、仮想
患者モデルに組み込んだ。
【結果】人工呼吸器モデルでの自発呼吸の再現及びそれに合わせた補助換気を行うPSVモードの再
現に成功した。また、仮想患者モデルでの人工呼吸器設定や患者呼吸動態変化に対応したPaO2及
びPaCO2の再現が可能となった。
【考察】新たな換気モードPSVの導入によりさらに充実した人工呼吸器モデルの構築に成功した可
能性が考えられると共に、自発呼吸が再現出来たことからSIMVなど自発呼吸を補助する換気モー
ドの再現の可能性も示唆された。さらに、呼吸器パラメータや人工呼吸器設定の変化に則した
PaO2及びPaCO2の再現ができたことにより、よりリアルな仮想患者モデルの構築の可能性が考え
られた。これまで臨床経験により習得することが多かった人工呼吸器操作と患者呼吸動態の関連性
の理解、さらには、臨床に即した人工呼吸器技術を養成校教育において時間や場所を問わず総合的
に修得できるより実践的なシステムに近づいたと考える。
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［2－E－2］
ウェアラブルカメラの医療技能習得促進ツールとしての可能性

○石丸章宏1）、石浦夕奈1）、安田幸雄1）2）、高村昭輝1）2）、堀　有行2）
1）金沢医科大学　クリニカル・シミュレーション・センター
2）金沢医科大学　医学教育学

【背景】医療技能の修得を促進させる方法として、シミュレーション中の動画をフィードバックに
用いることが挙げられる。学習者は自身の技能を客観的に評価し、課題を明確にして、練習の動機
づけを高めることができる。また学習の初期では視覚的イメージ形成が効率的な技能習得の一要因
となると言われている。しかし、初心者にとっては、患者の表情や言動に注意を払いながらの安全
な実施よりも、まず「掴む」「持つ」「動かす」「刺す」「挿入する」といった細かな手技を習得
する必要がある。ウェアラブルカメラによる録画はこの手技の習得を促進させることができるので
はないかと考えられる。
【目的】ウェアラブルカメラの医療技能習得促進ツールとしての可能性を検討する。
【方法】金沢医科大学病院看護師12名と、クリニカル・シミュレーション・センター専任管理者
（看護師）2名に、シミュレータを用いた静脈採血（13名）と一時的導尿（5名）を実施してもらっ
た。実施者に市販のウェアラブルカメラ（panasonic HX-A1H）を装着し、同時に固定したビデオ
カメラ１台を設置して、手技の実施状況を同時に録画した。実施者に２つの録画を見てもらい、固
定カメラと比較したウェアラブルカメラの特徴を検討してもらった。
【結果】ウェアラブルカメラの装着に違和感があった人はいなかった。ウェアラブルカメラの画像
の特徴として、実施者が注意を向けている対象が画面のほぼ中央に捉えられている、実施者とほぼ
同じ視点で手技のひとつひとつについて詳細な実施状況がわかる形で捉えられている、が挙げられ
た。固定カメラとの比較では、ウェアラブルカメラの音声は通常の会話でも明瞭に録音されてい
る、固定カメラは詳細な手技が実施者の手や身体に遮蔽されて録画できていない場面がある、の2
点が挙げられた。
【考察】ウェアラブルカメラは、実施者と同じ視点からの詳細な手技の実施状況を録画できるた
め、特に初心者にとって、医療技能習得を促進するツールとして効果があるものと期待できる。ま
た実施者の注意がどこに向いたかをも推測することができるので、状況認識（情報収集、情報解
釈）、意思決定、コミュニケーションなどについてのフィードバックに利用できる可能性がある。
しかし、広角レンズのため広範囲の視野、目とカメラの位置が違うために、画像情報だけではどこ
を注視しているか断定することは困難で、視線の配り方、観察能力育成に活用できるツールとして
はさらに検討が必要である。
【結語】ウェアラブルカメラは医療手技習得の促進ツールとして、またシミュレーションにおける
医療者の状況認識やコミュニケーションのフィードバックに利用できる可能性がある。
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［2－E－3］
超音波ガイド下穿刺における各種エコージェニック針の視認性の検討

木村哲朗１、古内宏和１、小林賢輔１、御室総一郎１、五十嵐寛２、中島芳樹１

１　浜松医科大学医学部　麻酔・蘇生学講座
２　浜松医科大学医学部　臨床医学教育学講座

【背景】安全で確実な手技施行を目的として、超音波ガイド下神経ブロックが広く普及してきてい
る。針先位置の確認が不十分な状況での刺入は危険となるため、穿刺針の視認性は重要な課題であ
る。刺入角が大きくなると、超音波画像上での針の視認性は低下する。針表面に超音波ビームの反
射を強化する特殊加工を施し、視認性を向上させたエコージェニック針が各種販売されている。こ
れらの穿刺針を比較・検討した報告は少ない。

【目的】ファントムを用いたシミュレーションで、4種類のエコージェニック針の超音波画像上で
の視認性を評価する。

【方法】ブルーファントム（CAE Healthcare）を用いて超音波ガイド下に平行法で穿刺した。超
音波診断装置はLOGIQ e Premiumのリニアプローブ（L4-12t）（ともにGE Healthcare）を使用し
た。エコージェニック針として、プレックスフィックス・ブラスト加工あり（B.BRAUN）、ユニ
エバー・ディスポーザブル神経ブロック針（UNISIS）、ビジオプレックス（VYGON）、ソノプ
レックス（PAJUNK）を、対照穿刺針としてプレックスフィックス・ブラスト加工なし
（B.BRAUN）を用いた。刺入角0・30・45・60・75度で、それぞれ6回ずつ穿刺した。各穿刺にお
いて、針先を深さ2cmまで進めて画像を記録した。画像処理ソフトウェアとしてImage Jを用い
て、針および背景の輝度を0（黒）から255（白）の256段階に数値化し、それらの差を針の視認性
とした。視認性の評価は各穿刺針の先端および先端から5mmのシャフト部の2か所で行った。対照
穿刺針と各エコージェニック針で視認性を比較した。

【結果】刺入角0度では、各穿刺針とも視認性は良好であった。対照穿刺針に対してユニエバー・
ディスポーザブル神経ブロック針とビジオプレックスは、刺入角が大きくなっても針先端、シャフ
トともに視認性が良好であった。プレックスフィックス・ブラスト加工ありは針先端、ソノプレッ
クスはシャフトの視認性にそれぞれ優れていた。

【結語】エコージェニック針は刺入角が大きくなった際の、超音波画像上での視認性向上に役立つ
が、穿刺針によって視認性の程度・特徴は異なっていた。
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［2－E－4］
基礎看護学における大根モデルを活用した注射技術演習の取り組み

〇奥平寛奈¹）　嶋岡鋼²）

¹）国際医療福祉大学　²）国際医療福祉大学塩谷病院

【背景と目的】本学は130名の学生に演習をしなければならず、限られた資源と時間の中での注射
法の基本的手技演習は苦慮している。今回、従来使用していた装着型上腕モデルを使用する前に、
大根を活用した注射基本手技技術演習を実施したので報告する。
【方法】対象：A大学看護学科2年生基礎看護技術論Ⅱ履修者のうち研究同意が得られた123名。学
生背景：解剖学既習、初めて注射器・注射針を扱う。演習計画：注射法に関する講義（90分×4コ
マ）実施後、演習（90分×5コマ）で授業計画を立てた。演習2コマ目に大根モデルを活用した。大
根モデルは半月に切り、模式的に真皮、皮下、筋肉の目安を付けた。学生の演習目標は、針の刺入
角度と深度により針先の到達が変化することを理解する。すなわち、与薬方法により角度が異なる
ということを理解することとした。評価指標：演習前後に教員作成の注射法に関する知識確認シー
ト、自己評価シートを記載してもらい比較した。演習後に大根モデルを活用したことに対するアン
ケートを実施した。
【結果】123名のうち118名を分析対象とした。（有効回答率95.9％）知識確認シートの平均点は演
習前3.288（±1.801）演習後6.932（±3.389）P＜0.05、自己評価シート平均点は、「注射法別の針の
刺入深度の違いが理解できたか」は演習前4.034（±0.773）演習後4.678（±0.487）、「注射法別の
注射針の選び方が理解できたか」は演習前3.678（±0.846）演習後4.22（±0.764）、「注射法別刺
入部位の選定の根拠が理解できた」は演習前3.856（±0.85）演習後4.356（±0.647）、「注射器、
注射針の取り扱いが理解できた」は演習前4.042（±0.789）演習後4.78（±0.436）でありいずれもP
＜0.05であった。演習に大根モデルを活用したことに対するアンケートでは、「針の刺入角度と深
度の関係を視覚的に確認することができた」は大変思う86％、「針先が目で確認できたことはわか
り易かった」は大変思う87％であった。
【考察】知識の取得は、演習後の得点が優位に高くなっているため演習効果はあったといえる。し
かし、ばらつきが大きく得点の差も大きいことから個人差が大きいことが示唆される。これは、学
習量の差が出ている可能性が考えられる。演習に大根モデルを活用したことに対しては高評価で
あった。特に、イメージを苦手とする学生にとっては、視覚的に確認する体験ができたことが学生
のわかり易さにつながっていると考えられる。
【結語】注射技術演習に大根モデルを使用することで、可視化ができ学生の理解を深める一助に
なった。

－66－



［2－E－5］
自学実習を目指したeye hand coordination強化用腹腔鏡シミュレータの開発

岩田 貴１,２、赤池雅史２、吾妻雅彦２、 長宗雅美２

１徳島大学教養教育院医療基盤教育分野
２徳島大学大学院医歯薬学研究部医療教育開発センター
 
【はじめに】近年、腹腔鏡手術の普及に伴い、医学部生にも基本的な腹腔鏡手技トレーニングが行
われるようになった。特殊な手技をトレーニングするうえでの問題点の一つにeye-hand 
coordinationがある。一般的に、eye-hand coordinationのトレーニングは任意に指定されたペグの
先端を鉗子でタッチするものであるが、この場合、任意のペグを指定する者が必要であるという難
点がある。今回我々は自学自習でeye-hand coordinationのトレーニングができるシミュレータを開
発し、若干の知見を得たので報告する。
【対象・方法】徳島大学クリニカルクラークシップ学生（医学科5年生）20名を対象とした。学生
を独自に開発したeye-hand coordination 強化用シミュレータを用いなかった群（なし群；n=10）
とシミュレータを用いて練習した群（あり群；n=10）の2群に分け、左右の鉗子で20回のペグタッ
チトレーニングをクリクラ実習中と1週間の自習期間の後に行い、自習期間前後でのペグタッチの
失敗回数の変化と自習時間を測定し、なし群とあり群で比較検討した。
【結果】クリクラ実習中のペグタッチの失敗回数はなし群：平均10回、あり群：11回であった。1
週間の自習期間後ではなし群：8回、あり群：3回と、あり群が有意に減少した。自習時間はなし
群：90分/1週間、あり群：150分/1週間と、あり群で練習時間が有意に長い結果であった。アン
ケート結果では、なし群は「任意のペグを示すための人員確保が困難」、「練習時間が十分でな
かった」、「根気が続かなかった」、などの意見が見られ、あり群では、「自分でできるので好き
な時間に練習ができた」、「友人に頼む必要がなかったので楽だった」、「面白かった」などの意
見があった。
【結語】今回開発したeye-hand coordination強化用シミュレータは、学生の自学自由を促し、腹腔
鏡手技トレーニングにおけるeye-hand coordinationの強化に有用であった。
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［2－E－6］
動物モデルを用いた麻酔困難症例検証の試み

杉村翔１　御室総一郎２　小林賢輔２　鈴木興太２　木村哲朗２　川島信吾２　栗田忠代士２
五十嵐寛３　加藤孝澄２　中島芳樹２
１磐田市立総合病院　麻酔科
２浜松医科大学医学部　麻酔・蘇生学講座
３浜松医科大学医学部　臨床医学教育学

背景
麻酔管理に困難が伴った症例は、原因の検証が後日行われる。我々は以前食道癌根治術中に換気困
難に陥った症例を経験したが、臨床経過の検討からは原因の解明が不十分であった。今回、豚を用
いた実験モデルを作成し実際に原因の検証を行ったので報告する。
検証の対象となった症例の概要
75歳男性、165 cm、62 kg、中部食道癌に対して胸腔鏡下食道切除術が行われたが、術中に右肺気
胸が生じたため追加でブラ切除術が施行されることとなった。側臥位で生理食塩水を用いたリーク
テストを施行したところ、突如一回換気量が激減（300→50ml）し換気不能な状態に陥った。食道
切除術中のリンパ節郭清に伴い左右の胸腔が交通していたため、生理食塩水が下側胸腔に流入した
ことが原因と考え、ドレーンを用いて直ちに胸腔内の生理食塩水を除去したところ再度換気が可能
な状態となった。
生理食塩水の下側胸腔に流入が換気困難の原因だと考えられたが、それのみで急激な換気条件の悪
化をみることは想定外であった。そこで、動物モデルを用いた検証を行うこととした。
方法
実験①
豚（25 kg）を用いて全身麻酔下に右開胸とし、後縦隔を開き左右胸腔を交通させた。左側臥位に
した後左片肺換気とした。右胸腔に生理食塩水を注ぎ換気条件の変化を観察した。
実験②
豚（25 kg）の胸部臓器（肺、気管、心臓）を一塊として摘出し、水を満たしたトレイを胸腔とみ
なして換気条件の変化を観察した。換気には麻酔器（エスティバ）付属の人工呼吸装置を用いて従
圧換気モードを用いた。（吸気圧25cmH2O I:E=1:2 PEEP5cmH2O）
結果
実験①
左胸腔内が生理食塩水で満たされた後も換気条件の大きな変化は無かった。
実験②
胸腔が大気開放されている条件では、空気中よりも水中で一回換気量が多くなった（空気中225 ml
→水中237 ml）。次に胸腔を閉鎖したところ、水中での一回換気量(118 ml)は減少した。
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考察・問題点
実験①では想定していた結果を得られなかった。実際の症例とは肺の性状、胸壁コンプライアン
ス、左右胸腔の交通の程度、胸腔内圧などが異なっておりそのことが想定と異なる結果の原因と考
えられた。
実験②では大気開放された状態では、肺が胸腔内で水と接する事による換気への影響は少なかった
が、閉鎖空間では一回換気量が50％減少した。今回の実験の結果から、本症例における換気困難の
原因は生理食塩水や胸部臓器によって閉鎖空間ができたため、胸腔内の圧力上昇によって下側肺の
拡張が阻害されたことによるのではないかと推測された。
結論
今回の実験を通じて換気不能の原因について考察を深めることができ、動物を用いたシミュレー
ションが困難症例のより深い理解に有効であった。
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［2－E－7］
バーチャル・リアリティ（VR）手術シミュレータの胆嚢摘出術モジュールの有用性

名古屋大学大学院医学系研究科 クリニカルシミュレーションセンター，消化器外科学
藤原道隆，江坂和大，桜井麻奈美，佐藤奈津子，向田美保，植村和正

【目的】 内視鏡外科手術用のバーチャル・リアリティ・シミュレータ(VRS)の基本手技に関しては
有用性が多く報告されているが、手術術式モジュールの有用性に関する報告は少ない。消化器外科
医が初めて行う腹腔鏡下手術はたいてい胆嚢摘出術(LC)である。我々は、LAP-Mentor (Simbionix)
のLCモジュールにおいて、評価パラメータ24項目中10項目で外科医師と学生の間に差を認めると
いう構成妥当性について報告した。一方、有用性に関するアンケートでは、医師にくらべて学生の
評価が高いことも報告してきた。VRSの術式モジュールは、本来、その術式施行前の医師がシミュ
レーションするのに有用と考えられ、実際にLCを初めて行う前である卒後3年以下の医師を対象に
LCモジュール施行後のアンケート結果について検討する。【方法】2014年から2016年に、当科関
連病院の卒後3年以下の外科医を主な対象に、講義とVRS: LAP-Mentor，LapVR (CAE Healthcare)
－触覚有；およびLapSim (Surgical Science)，Lap X (Epoca Medical)－触覚無、のLCモジュールを
行う講習会を計4回行った。講習会終了時に、シミュレータのfidelityに関する11項目と有用性に関
する7項目のアンケート調査を行った。卒後3年以下の医師（以下Res群）は34名で、うち5名はLC
経験済み（1-5例）であった。講習会では、ブタ組織を用いた単孔胆摘実習も併施したので、通常
の（多孔）胆摘の経験が多い卒後4年以上の医師も参加しVRSも体験したので、彼らのアンケート
回答と、当科の卒後4年以上医師に対するアンケート回答を加え比較対象とする経験ある医師群と
した（以下Dr群，n=23）。さらに、LCモジュールも経験した医学部学生（St群, n=50）に対する
同じアンケートの回答も併せて、機種別に検討するとともに、各群を比較検討した。【結果】機種
別検討では、haptic機能を有するLAP-Mentor，LapVRの評価が良く、“簡易仕様”と言える
LapSim，Lap Xはやや評価が低い傾向であったが、有意な差は認めなかった。LAP-Mentor，
LapVRに関して経験別でみると、Res群、St群の評価が似ており、Dr群の評価が全般にそれより低
い傾向であった。電気メス操作感、血管、胆管損傷のリアル感、器械操作法を覚える、必要な解剖
を覚える、手術手順の習得、視野作成、手術操作の練習、経験者のスキルアップに有用などの項目
で、Dr群にくらべRes群、St群が有意に高い評価であった。【考察】外科ローテート中ないし所属
の卒後3年以下医師のVRSに対する感覚は、卒後4年以上医師と異なり、むしろ医学部学生と同様に
関心が高く高評価であった。【結語】VRのLCモジュールは、既に手術経験がある医師にはあまり
意味がないが、初施行前の医師にとって有意義と考えられる。
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［2－E－8］
各部門間でのリソースの共有を目的としたシミュレーションセンターの設立
帝京大学板橋キャンパスでの取り組み

帝京大学シミュレーション教育センター
金子 一郎、秋山 暢、竹内 保男

【はじめに】
「フレームワークの設計」 帝京大学2013年４月からシミュレーション教育委員会が発足し大学の
２号館地下１階の部屋がシミュレーションセンターとして規定された。今まで使用していたシミュ
レーターが利用できたが新規ものは全くなく、これから手探りで購入していくという状況でスター
トであった。シミュレーター配備と施設環境の充実との両方が必要であった。
「授業の設計と多部門での取り組み」 シミュレーターの共有のみならずシミュレーターを使った
教育手法を共有することが重要であると認識し、シミュレーターを活用した授業（トレーニング）
の設計に取りかかった。２つの目標をめざして、シミュレーション教育委員会は多部門間での調整
のもと、シミュレーターの購入、シュミレーショントレーニングに関する教員のための教育、さら
に実際の授業設計（インストラクションデザイン）を行ってきた。
「心肺蘇生授業」 最初の取り組みはBLS指導者講習会である。大学内の全ての心肺蘇生授業を共
通のプロトコールで行い、共通のマネキン（評価機能のついたマネキン）を使用し各部門の教員そ
れぞれが授業を実施することを目標とした。教員は心肺蘇生トレーニングのための指導者教育を受
け、授業に臨んだ。2015年度はQ-CPRやスキルレポーターを活用し、1108名に対し授業が行われ
た。2015年より高機能シミュレーターやデブリーフィング用の画像システムの購入も進み、ビデオ
デブリーフィングを含めたシミュレーショントレーニングが定期的に可能となった。現在行われて
いるシミュレーション授業は、救急医学のBSL臨床実習内のシミュレーション授業、病棟の急変シ
ミュレーション、内科急変シミュレーション授業などである。
「各種トレーニング支援」 学会が主催するトレーニングコースの支援も重要であり、帝京大学で
以前より開催されていたAHA ACLS コース、BLS　コース、JATEC、JPTEC、ICLS、JMECCな
どの学会主催のコースを定期開催している。ホームページを稼働し、Office365サービスを活用した
予約システムの作成中（仮公開）である。
【結果】2015年度使用実績：教員FD（インストラクターコース） 78名、授業　2159名、附属病院
研修　642名、AHA ACLS等トレーニング　725名、学生団体の使用　328名の使用実績であった。
【考察】シミュレーションセンター設立からの経緯を報告し、授業実績を提示した。多部門間での
リソースの共有には多大な準備と労力が必要であった。学部間での共通の授業設計は有効に機能し
た。現在、シミュレーション環境の充実と多職種シミュレーショントレーニングへ向けた授業設計
を計画中である。

－71－



［2－E－9］
浜松医科大学シミュレーションセンターの現状と課題

浜松医科大学医学部附属病院　医療機器管理部１）臨床医学教育学講座２）
市川美智華１）、五十嵐寛２）、外村和也２）

浜松医科大学医学部附属病院シミュレーションセンターは2012年4月に新病棟建設・外来棟改築に
合わせて、高機能患者シミュレータの専用トレーニングエリアを有するシミュレーションセンター
として正式に開設しました。
現在、専門医向けの各種標準化コース、臨床研修医プログラム、学生の授業、医療安全管理室主催
のセミナーの開催や看護師のクリニカルラダー教育などに利用され、また自主練習の場としても職
種を問わずに活用されています。
センター開設時より兼任でシミュレーションセンターの業務を行う臨床工学技士が配置されまし
た。開設１年目の５月よりシミュレーションセンターの利用者に向け利用表の記載をお願いしてい
ます。その記録は１年目に総利用人数1117人、２年目1564人、３年目1655人、４年目1680人と増加
傾向にあります。しかし、利用の形跡があるにも関わらず記録が無いことが５年目になる今でもあ
ります。問い合わせがあった時や利用表を記載せずに退室しそうな利用者がいた場合にはできるだ
け声掛けや案内をしていますが、すべての利用者に対応できていないのが現状です。原因として一
番大きく上げられるのは、常駐できるスタッフがいない点、またセンターの利用方法が浸透してい
ない点が考えられます。
今後を見据え、現段階の問題や今後考えられる課題などをシミュレーションセンターの現在収集し
ている利用表をもとに考え報告いたします。
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［2－F－1］
透析装置のプライミングの教育支援システムに関する研究

金平 蓮１）、大橋 篤１）
（１）藤田保健衛生大学 医療科学部 臨床工学科)

【背景と目的】臨床工学技士の育成において、限られた時間の中で、数多くの医療機器の原理や操
作法を習熟することは難しく、実際の操作手順は複雑で、実機器による練習時間も少ないため、視
覚情報と共に操作情報を用いた総合支援システムが期待されつつある。例えば、透析業務において
プライミングは正確さが要求される。しかし、プライミング法を短期間で覚えるのは困難であり、
病院や透析装置メーカーごとに方法が異なる。また、臨床実習でプライミングを行う事に対して不
安を感じ、プライミングの教育訓練システムを利用したい学生が多い。今回の発表では、研究事例
としてプライミング法の教育訓練支援システムを提案し、PCやスマホを用いて練習できるような
教育訓練システムの構成を試みた。そこで人工透析装置のプライミングの操作手順の学習訓練シス
テムを作り、手軽に実機なしでも繰り返し練習できるように、病院実習生のプライミング法に習熟
することをサポートする。
【研究内容】人工透析装置プライミングの教育支援システムの作成にあたり、「Lecture MAKER 
2.0」というeラーニング教材作成ソフトウェアを用いて教育支援システムを作り上げた。このシス
テムはパソコン画面上でプライミングの手順にそって操作するもので、リアルタイムで正誤判断で
きるものである。そこで、学習者が表示された透析装置の画像や血液回路及び操作内容のボタンを
見て、正しい操作順のボタンをクリックすれば次の操作画面へ進み、間違っていればそれに対する
解説が表示され、最後まで手順通りに進めばプライミングが完了する。本システムを用いて本学科
４年生に操作実験を行い、その後アンケート調査を実施し、システムを評価してもらい、その有用
性を数値化して検証した。
【結果】アンケート調査より多くの学生がこのシステムの有用性を感じ、また半数以上の学生はプ
ライミング操作が身に付いたと答えた。今後の課題としては、よりわかり易くするために動画や画
像をより多く使って教示をしていく事と、より多くの施設と機器に対応できるシステムの構成であ
る。
【結論】本研究では人工透析装置のプライミング法の学習支援のため、プライミングの手順にそっ
て操作できるシステムを構成した。本システムではボタン操作でリアルタイムの正誤判断を受け、
プライミング法の理解の向上を図った。アンケート調査によってシステムの有用性を確認できた。
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［2－F－2］
コンテスト形式によるシミュレーショントレーニングの試み

岡本梓１）３）、三澤賢治２）３）、赤羽一真１）３）、近藤鈴子３）、小林茂昭４）
社会医療法人財団慈泉会 相澤病院
１）ME課、２）呼吸器外科、３）シミュレーションセンター、４）医学研究研修センター

【はじめに】
当院では、2014年よりコンテスト形式によるシミュレーショントレーニングを行っている。3回目
となった今回は、中心静脈カテーテル挿入（以下CVC挿入）を題材に、①超音波ガイド下血管穿刺
の実技評価、②マキシマルバリアプリコーション（以下MBP）に基づいたCVC挿入および一連の
流れの評価、③CVC挿入に関する合併症の知識の評価の3つのパートに分けて評価を行った。その
取り組みについて、実際のコンテストでの模様も含めて報告する。
【概要と方法】
初期研修医と看護師のペアを決め参加を促した。事前に手技に関するトレーニング、合併症に関す
る学習を促し、コンテスト形式にて評価、優秀な成績を修めたペアには表彰を行った。
① 超音波ガイド下血管穿刺の実技評価：血管穿刺用のシミュレーター（超音波下穿刺トレー
ニングパッド（リアル・ベッセル）　京都科学）および超音波（超音波画像診断装置Venue40　
COVIDIEN）を用いて評価を行った。2回の穿刺を行い、血管走行を確認したか、穿刺針の針先は
上を向いていたか、超音波の針先確認を複数回行ったか、全体を通してスムーズな手技であったか
などを評価した。
② MBPに基づいたCVC挿入および一連の流れの評価：CVC挿入用のシミュレーター（CVC
穿刺挿入シミュレーター　京都科学）を患者に見立て、患者への声がけや処置中のvital確認の有
無、手指衛生やメスや針などの鋭利な器具の処分方法、カテーテル留置後の逆血確認などの手技、
お互いの声がけなどチームワークを評価した。
③ CVC挿入に関する合併症の知識の評価：CVC挿入に伴う気胸や、カテーテル内への空気流
入による空気塞栓（脳梗塞）の症例を提示した。思考過程から診断、対応方法や予防策に関する知
識を評価した。
④ 各ブースで競技施行後に、簡単なデブリーフィングを行った。
【結果および考察】
研修医の全21人が、ペアとなった看護師と共にコンテストに参加することができた。競技参加者か
らは本企画に関して好意的な意見が多く、ペアで参加を促すこと、コンテスト形式で採点・表彰を
行うことが、参加者のモチベーションを促す効果があったものと考える。一昨年、昨年、今年と回
数を重なる毎に指導する上級医、上級看護師のデブリーフィングに対する熱気が増している。今
回、後期研修医など若手医師に指導者として参加を依頼し、より現場に近い形の指導体制でデブ
リーフィングを行う事ができたことも収穫の一つであった。引き続きコンテスト形式のシミュレー
ショントレーニングを継続し、発展させていきたいと考えている。
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［2－F－3］
ICTを活用した演習からシミュレーション実習へ繋ぐ企画の評価と今後の課題

村上礼子１）２）、鈴木美津枝１）、三科志穂２）、関山友子２）、江角伸吾２）
１）自治医科大学看護師特定行為研修センター、２）自治医科大学看護学部

【目的】看護師特定行為研修では、講義又は演習にEラーニングを活用することが可能である。本
研修センターでは、全国から受講生を募り、就労を継続しながら学習できるようICTを活用した遠
隔教育を中心に講義・演習を展開している。今回、ICTを活用した演習から実習に円滑に繋いでい
く教育方法を検討し、展開した。そこで、展開した演習・実習の企画を評価し、今後の示唆を得る
ことを目的とした。
【方法】対象：23名、全員通信教育の経験なし。演習・実習方法：1日目Moodleのフォーラム機能
を活用し指定事例の意見交換、2日目研修生同士のロールプレイ、3日目SPを導入したロールプレ
イ、4日目Moodleの課題提出機能にてレポート提出、5日目身体診察と医療面接のOSCE。調査方
法・内容：ARCSモデルを参考に16質問項目（4段階評価）と自由記述のアンケート調査。倫理的
配慮：授業評価の目的、結果の公開、個人情報の保護、特定されない処理方法等の説明を文書と口
頭にて行い同意を得た。また、調査は自由意思での参加である旨説明した。
【結果】回答数（率）19名（82.6％）。「注意」約6～9割が高評価。「関連性」約4～8割が高評
価。4割は『途中の過程が楽しかったか』の質問項目であった。「自信」約1～4割が高評価、4～6
割が『まあまあ』の評価であった。「満足」の「成果を認められた」「すぐ使えそうだ」「評価に
は一貫性があった」は約3～4割が高評価で、「やってよかった」は9割が高評価であった。自由記
述では、「学生同士のロールプレイだと遊びがちだが、SPと行うことで臨場感を感じることがで
き、学習意欲が高まった」「症例を覚えてしまうので、医療面接の試験は実習と違う症例がいい」
医療面接・身体診察の知識・技術は短期間で習得できるものではない。しかし、今回の実習で経験
を活かし、次までには少しでもスキルアップできるように準備していきたい」などがあった。
【考察】今回、事例展開を主に通信で行い、その実践を実習で行った。その結果、事例の状況や臨
場感あるシミュレーション実習になり、学習の動機付けになる「注意」「関連性」は高評価で、演
習と実習が円滑に連結でき、効果的であったことが推察される。一方、繰り返し使用する事例には
慣れてしまう傾向が明らかとなり、「満足」「自信」の面で課題が残った。今後は、課題とする事
例の選択肢を増やし、実習ではその都度視野を広げ、自信につながるフィードバックができるよう
教授方略を洗練させる必要性が示唆された。
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［2－F－4］
医学教育におけるVisual Analog Scaleの新しい利用方法の提案

壹岐　裕子＊1　工藤　克昌＊2　野田　雅史＊1　井本　博文＊2　松田　安史＊3　
伊藤　拓哉＊4　海野　倫明＊2

＊1東北大学病院先端医療技術トレーニングセンター
＊2 東北大学医学系研究科医科学専攻外科病態学講座消化器外科学分野
＊3東北大学加齢医学研究所呼吸器再建研究分野
＊4東北大学医学系研究科障害科学専攻機能医科学講座融合医工学分野

シミュレーターを用いた十分な訓練の後に、生きたブタを用いたトレーニングであるwet labにお
いて、より臨床に近い状況下で鍛錬を行う事は、初期研修医のような臨床経験の浅い医師にとっ
て、技術面でも精神面でも非常に有効であると考えられる。しかし、wet labが生きたブタを用い
た実習である限り、常に倫理面での問題は考慮されるべき要因で有り、本当にそのトレーニングが
有効であるかの検証は社会的にも必須である。だがその反面、従来使用されている評価のためのス
ケールがリッカートスケールというカテゴリーデータを生み出すスケールであるため、正確且つ敏
感にトレーニングの効果を測定できるスケールが存在しないのが現状といえる。
受講生に対して、トレーニング対象である外科手技に関する心理的効果の測定を目的とし、臨床で
痛みを測定するために利用されている長さ10cmのラインスケールVisual Analog Scale（VAS）の
導入を試みた。
VASは「ラインスケールの同じ場所に印をつけているつもりが全く同じ位置につけるには難し
い」という内在的誤差を含でいる。内在的誤差の範囲を調べる検証をPre-testと位置づけ、4時間の
実技の前後で同じ位置に印をつけているつもりがどれくらいの誤差を生じているかのデータを予め
収集した。受講生がトレーニングを受ける直前と直後に記入したアンケートに関し、前後の値の変
化をトレーニング効果とし、Main-Testと位置づけ、Wilcoxon Singed-Rank Testを用いて有意差の
検証を行った。
外科手技10項目全てに関し、Main Testにて前後の値に有意な違いを示した。この変化はPre-testで
検出した内在的誤差の範囲を有意に超えていた。
Main-Testでトレーニング効果が統計的に立証された項目が、Pretestの内在的誤差の範囲を有意に
超えており、VASによって初期研修医のトレーニング効果を敏感に測定することができたと考え
られる。
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［2－F－5］
医学科5年生に対するアンケートオンライン化の取組み
Shifting to Online Survey for Fifth-year Medical Students

奥幸子１）　栩野吉弘１）２）　竹重友美１）　岡田明子１）　首藤太一１）２）

１） 大阪市立大学 医学部附属病院　スキルスシミュレーションセンター（ＳＳＣ）
２） 同上　　　　 大学院医学研究科　総合医学教育学

【背景】2014年度の本学医学科5年生の臨床実習ではスキルスシミュレーションセンター(SSC)で15
診療科、17手技の実習を行った。SSCでは手技実習の改善や指導者のモチベーション向上を目的
に、アンケート紙による調査を実施してきた。回答データを入力する作業が膨大で、1枚の回答
データをExcelに入力するのに1分20秒とすると、1学年90名の1診療科分のデータ入力作業時間は2
時間となる。そこで2015年度よりアンケートのオンライン化に取組んだので報告する。

【方法】アンケートは無料のメールフォームで作成し、学生は自身が所持するスマートフォンまた
はタブレットからアンケートに入力して送信とした。5年生全員が加入しているソーシャル・ネッ
トワーキング・サービスのグループに各診療科のアンケートのUniform Resource Locator (URL)を
添付し、アクセスしやすいように工夫した。送信された回答データはExcel形式でダウンロードし
た。

【結果】2015年度は17診療科で23手技の実習が行われ、そのうち10手技のオンライン化を行うこと
ができた。オンライン化により入力作業はおよそ20時間削減された。学生はスマートフォンからの
アンケート入力に戸惑うことなく対応できており「書くよりもスマートフォンからのほうが打込み
やすい」、「どこからでも回答できるので便利だ」という感想があった。また、SSCでのアンケー
トデータの集計が迅速に行われることで担当教員へのデータ提供が速やかに行うことができた。無
料のメールフォームの導入は簡便であったが、仕様の変更などに制限があった。

【結語】アンケートを学生が所持するスマートフォンと無料のメールフォームを使用してオンライ
ン化に成功し、データ入力に要する作業時間を大幅に削減できた。今後も反転授業での小テストの
提出などへの応用を検討している。
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［2－F－6］
福岡女学院看護大学における看護シミュレーション教育導入に向けたファカルティディベロップメ
ント(FD)の取り組み報告
Action report of Faculty Development (FD) for introduction of simulation based education in 
Fukuoka Jo Gakuin Nursing University

平川善大，薄井嘉子，前田三枝子
福岡女学院看護大学　看護学部

【はじめに】本学では2016年度夏に看護シミュレーションセンターの開設を予定している。それに
先立ち、シミュレーション教育・センター運営WG（シミュレーションWG）を中心に、FD委員会
の協力のもと、教員へ看護シミュレーション教育に関する知識・技術の周知と教育実践力の向上に
取り組んでいる。その一環として、シミュレーション教育に関するFD研修に教員参加型・体験型
のデモンストレーションを取り入れた。今回は、その方法と内容について報告する。
【方法】対象は本学の全教員36名（看護系、教養系領域含む）で、研修時間は90分とした。場所は
看護学実習室とし、内容は以下の通りである。前半30分は、講義形式でシミュレーション教育につ
いて説明、中盤30分は、ベッドサイドでデモンストレーション、後半30分は、デモンストレーショ
ンの振り返りと質疑応答とした。デモンストレーションは「開腹術後患者の観察・アセスメントと
報告」をテーマとし、ブリーフィング10分、シミュレーション5分、デブリーフィング15分の計30
分のシナリオを作成し使用した。ファシリテータ、デブリーファはシミュレーションWGのメン
バーが担当した。対象教員の中から学習者役として5名を選出し、1名に実施者、2名に記録者、2名
に評価者の役割を与えた。デモンストレーションに参加しない他の教員は、評価者として実演を観
察することとした。
【結果】研修への参加教員は27名であった。研修は、おおむね時間通りに進行した。質疑応答では
「複数の実施者でシミュレーションが行えるのか」「シミュレーションの展開はどこまで計画され
ていたのか」という2つの質問があった。また、「シミュレーション教育がイメージできた」「授
業への導入を具体的に想像できるようになった」「ファシリテーションとデブリーフィングの重要
性が理解できた」「難しさも含めて理解できた」という感想が聞かれた。学習者役からは「はじめ
戸惑ったが、徐々にシミュレーションに入り込むことができた」「どこまで記録するのかわからな
かった」などの意見が聞かれた。
【考察】看護シミュレーション教育導入に向けたFD研修として、デモンストレーションを用いて
教員に参加・体験させることは、教員がシミュレーション教育とはどのようなものかをイメージす
るために有効である可能性がある。看護シミュレーション教育を新規導入する本学にとって、本取
り組みを継続することで、シミュレーション教育に携わる教員の教育実践力の向上につながると考
えられる。しかし、今回の結果では実際に教員のシミュレーション教育実践力が向上したかどうか
については考察できないため、今後さらなる実施と検討が必要である。
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［2－F－7］
シミュレーション教育指導者に求められるもの　－指導者コンピテンス－

大内　元＊1　、赤嶺陽子＊2
＊1おきなわクリニカルシミュレーションセンター
＊2長野県立病院機構本部研修センター

背景
シミュレーション教育の普及は世界的にみても医療者教育から医療安全教育の分野と多岐に渡り、
日本においても、急速な広がりを見せている。従来は、心肺蘇生を中心としたアルゴリズム習得に
主眼を置く、各種コースの開催が中心であったが、教育における１つのツールとして、医療系教育
のカリキュラムのなかで使われるようになってきている現状がある。シミュレーション教育は、ト
レーニングそのものは、オリエンテーション（ブリーフィング）、シミュレーショントレーニン
グ、デブリーフィングの３つのセクションで構成され、デブリーフィング最も教育的効果があるこ
とがすでにわかっている。ただし、これらの教育効果を最大限に引き出すには、指導者に求められ
るコンピテンシーの中でも特に、ファシリテーションスキル、デブリーフィングスキルが必須であ
る。このため、シミュレーション教育の指導者には、高度な指導スキルとコンピテンスが求められ
ることから、世界的にみても、指導者教育が非常に重要視され、様々な形での標準化が試みられて
いる。なかでも、米国のSociety for Simulation in Healthcareが認定しているCertified 
SimulationHealthcare Educator（CHSE）は、シミュレーション基盤型教育（Simulation Based 
Medical Education SBME）の資格である。CHSE認定の趣旨は、SBMEについてスタンダードな
一般知識と経験を持つという認定を付与することである。このなかで、CHSE Standards として、
4つの領域を提示している（1：Professional Values & Capabilities. 2：Knowledge of Educational 
Principles, Practice, and Methodology in Simulation. 3：Implementing, Assessing, and Managing 
Simulation-based Educational Activities. 4：Scholarship̶Spirit of Inquiry and Teaching）。この
各４領域には、SBMEに必要な、SBMEにおける教育倫理、リーダーシップ、教育理論、Needs 
Assessment、GoalとObjective設定、Assessment and Evaluation、指導者教育、ファシリテーショ
ンスキル、デブリーフィングスキル、専門家育成などが含まれる。これは、AHAなどが採用して
いるthe International Board of Standards for Training, Performance and Instruction（IBDTPI)が
提示しているインストラクターコンピテンシーだけでなくインストラクショナルデザイナーコンピ
テンシーも包含している。つまりSBME指導者には、単なる指導スキルだけでなく、コース（プログ
ラム）の作成から学習者評価方法の開発まで幅広いコンピテンシーが求められていることがわかる。
単発のコースとしてではなく、カリキュラムの一環としてSBMEを位置づける場合、指導者コンピ
テンスの獲得とスキルの標準化は、有効な教育効果を生むためには必須のものである。そのために
は、各シミュレーションセンター、スキルスラボは、これらを踏まえたFDの提供が急務である。
今回、シミュレーション指導者向けFDにおける我々の経験を報告する。
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［2－F－8］
学生主体の屋根瓦方式シミュレーションワークショップにおける学習効果の検討

○佐藤佑太１），本間侑１），中川翔太１），市川美智華２），外村和也３），五十嵐寛３）
１）浜松医科大学医学科学生シミュレーションサークル HMST（Hamamatsu Simulation 
Training－ship)，
２）浜松医科大学附属病院シミュレーションセンター，３） 浜松医科大学臨床医学教育学講座

【目的】
「医学教育モデル・コア・カリキュラム」において、シミュレーターなどを活用した臨床実習の重
要性が明示されたことで医育機関におけるシミュレーション導入が進展している（安川文朗、五十
嵐寛．教育資源の共有化と地域医療．医療経済学会雑誌 2013；25（2）；99－113）。シミュレー
ターを用いた教育訓練に効果があることは多くの先行研究により示されている。本学の学生シミュ
レーションサークル（HMST）では、定期的に学生のみでシミュレーションワークショップ（Peer 
Learning）を開催している。本研究では、教員の介入を必要最小限に留めた学生主体ワークショッ
プの学習効果について検討を行った。
【方法】
浜松医科大学医学部医学科4年生（15人）を対象に、腹腔鏡・胸部聴診・心エコー・蘇生救急・上
部消化管内視鏡のシミュレーションワークショップを実施した。前3者において受講前後に理解度
の変化を測定するためのテストを実施した。腹腔鏡では、1分間に何個のビーズを移動させられた
かを測定した。胸部聴診の肺音では、聴診音の名前と考えられる疾患、心音では、聴診音から考え
られる疾患を回答し、心エコーでは、エコー所見から考えられる疾患を回答した。解析には
SPSS22を用いた。
【結果】
対象者15人は男性7人、女性8人であった。腹腔鏡で移動させられたビーズの数は受講前では平均
（標準偏差）11.3（2.8）個であり、受講後ではそれぞれ16.3（4.0）個と有意に増加した。胸部聴診
および心エコーでも受講前後で同様の傾向がみられた。
【結論】
受講生の手技および知識の習熟が認められたことから、本セミナー受講生の一定の学習効果が認め
られた。本WSは基本的には前年度を踏襲し改善を重ねる形で開催されてきた。学生主体のWSを
行う意味としては、指導する側としては自己学習だけでなく自ら指導することでさらなる理解・学
びを得られている。学ぶ側としても立場の近い学生から指導が受けられる点で良い刺激になる、屋
根瓦形式の利点が生かせると考える。今後、より実臨床に則した実践的なWSとしていけるよう顧
問との情報交換を密にして企画、立案等を行っていく予定である。
　今回は臨床実習直前の4年生に対し実践的な客観的テストを行うことによって、BSLに対応でき
るか評価する目的で行った。その結果、一定の効果を得る事が出来たと考える。
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［2－F－9］
医学生インストラクターによる医療系学生を対象としたAHA－ACLS（二次救命処置）講習会の取
り組み
The report of the AHA-ACLS for students with instructors by medical students

自治医科大学医学部　小川敦子　
自治医科大学医学部　春木紗良
自治医科大学附属病院　塩澤徹也
自治医科大学情報センター　浅田義和
日本BLS協会　青木太郎

【背景】心停止、その他心肺エマージェンシーに陥った成人患者に対する蘇生トレーニングコース
として、AHAのACLS（Advanced Cardiovascular Life Support、二次救命処置）プロバイダー
コースがある。本大学では、AHA公認のトレーニングサイトを立ち上げ、医療系学生を対象に
コース開催を行っている。その活動報告である。

【対象と方法】自治医科大学メディカルシミュレーションセンターを使用し、2015年2月から定期
的にACLSプロバイダーコースを開催した。医学生・看護学生を主な対象とし、インストラクター
は医学生が行った。コース終了後、受講者に対しコースに関して5段階評価でのアンケートを実施
し、その結果から今後の課題について考察を行った。

【結果】2015年2月から2016年8月現在までに計11回コースを開催した。受講者の総数は62名で、そ
のうち学外からの受講者数は18名であった。所属の内訳としては医学生59名、看護学生2名、薬学
部学生1名であった。アンケート結果は、コース内容4.9（±SD0.3）、インストラクターの質5.0
（±SD0.0）であった。継続的なトレーニングの必要性については、全回答者が必要（5段階評価の
5）またはどちらかといえば必要（5段階評価の4）と答え、タスク参加についても全回答者がした
い（5段階評価の5）またはどちらかといえばしたい（5段階評価の4）と回答した。

【考察】本コースの満足度は高く、継続的トレーニングの必要性を感じた学生は多いことが分かっ
た。しかし、実際にタスクとしてコースに参加する学生は少ない。ACLSに関する知識と技能の維
持のためには定期的なトレーニングが必要であり、より多くの学生のタスク参加を促すとともに、
タスク参加に関する阻害要因を検証していくことが今後の課題である。また、臨床実習や卒後の研
修における知識・技能の活用など、コースでの学びがどのような行動変容につながっているかにつ
いても、調査の必要がある。
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