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プログラム日程表１日目 
開催日 2017 年 3 月 2 日(木) 

  第 1 会場 第 2 会場 第 3 会場 ポスター会場
  広仁会館 

2F 大会議室 
広仁会館 

1F 中会議室
保健学科棟 

2F 204 

保健学科棟 

２F 206 207

10︓00 
 開会式   

 10:00-10:50  
会⻑講演 

 
 司会︓浅⾹えみ⼦ 
 演者︓岩本由美 

 

10:00-10:50  
(第 1 会場中継) 

 

  
  
  

11︓00 
 
   
 11:00-12:00  

招待講演 
あなたもできる︕ワークショップデ

ザインを応⽤した医療⼈材育成 
 司会︓岩本由美 
 演者︓森玲奈 

11:00-12:00  
(第 1 会場中継) 

 
 

  
  

12︓00 
 
   

 12:10-13:00 
教育講演 1 

JSISH と SESAM との 
コラボレーション 

演者︓奥寺敬

12:10-13:00 
教育講演 2 

医療教授システム学と医療教授
システムについての対話 
演者︓鈴⽊克明、池上敬⼀ 

  

  

13︓00 
 

   

  13:15-14:15  
共催セミナー 
レールダルの 

統合アプリケーション「LLEAP」 
  〜統合、標準化のユーザ事例〜 

ファシリテーター︓万代康弘 

13:15-14:15  
教育講演 3 

次世代のリーダーシップ 
司会︓池上敬⼀ 
演者︓⼤⻄弘⾼ 

  

14︓00 
 
 14:00-15:30  

ISD 事例検討会 1 
 

司会︓ 紙谷あゆ美 
ファシリテーター︓鈴⽊克明 

 

    
  14:30-15:30  

教育企画 1 
看護師の思考過程を鍛えるシミ

ュレーション教育 
ファシリテーター︓阿部幸恵 

14:30-17:00  
教育企画 2 

 
価値に基づく診療（VBP） 

ワークショップ 
︓根拠に基づく診療を補強する枠

組み 
 

ファシリテーター︓⼤⻄弘⾼ 
 野村 理 

15︓00 
 
 

  
   15:30-16:30  

ポスターセッション A

 
16︓00 

 15:40-16:55  
教育企画 3 

看護教育のシミュレーション 
学習の現状と課題 

ファシリテーター︓阿部幸恵 
 岩本由美 

 

 16:00-17:30  

シンポジウム 1 
「秘策︕中国四国地域で広
める医療者教育連携」〜わた
しの実践事例お話します〜
 座⻑︓ 万代康弘 
 シンポジスト︓ 三好雅之 
  河村宜克 
  井上正隆 

  
   

17︓00 
 
 17:00-18:00  

タウンホールミーティング 

17:00-17:45  

ファカルティミーティング 

 
  
   

18︓00 

  
 18:00-20:00  

懇親会 霞会館 ヴィオラ
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プログラム日程表 2日目 
開催日 2017 年 3 月 3 日(金) 

  第 1 会場 第 2 会場 ポスター会場 
  広仁会館 

2F 大会議室 
広仁会館 

1F 中会議室
保健学科棟 

２F 206 207 

 

  8:45-9:45  
理事会 

 

10︓00 
 

 10:00-11:00  
教育講演 ４ 

教授システム学からみた 
プロフェッショナリズム教育 

司会︓武⽥聡 
演者︓松下毅彦 

10:00-11:00  
教育企画 4 

初めての方のための 
医療教授システム学 

ファシリテーター︓池上敬⼀ 

  
  

11︓00 

 
   

 11:10-12:00  
⽇本医療教授システム学会 

活動報告 
ファシリテーター︓池上敬⼀ 

  
  

12︓00 
 
  

 12:10-13:00 
教育講演 5 

KKR シミュレーション・ラボセ
ンター10 年の歩みと今後の展望 

演者︓⼤森正樹 

12:10-13:00 
教育講演 6 

スクリプト学習のすすめ︓⼈⼯知能モ
デルと教授システム学を応⽤した「で
きる」医療者に育つ/育てる学習法 

演者︓池上敬⼀

  

  

13︓00 
 

   13:00-14:00  
 

ポスターセッション B 
  13:10-14:30  

交流集会 
専門看護師・認定看護師ネットワ

ーク 語らおう︕ 
 ファシリテーター︓ 瀬川久江 
  浅⾹えみ⼦ 

13:10-14:40  
シンポジウム 2 

医師養成教育におけるアクティ
ブラーニングの展開 

 
 座⻑︓ 松下毅彦 
 シンポジスト︓ 瀬尾宏美 
 ⻄屋克⼰ 
 浅⽥義和 

  

14︓00 

 
 
  

  
   

   

15︓00 
 14:45-16:15  

ISD 事例検討会 2 
 

司会︓ 紙谷あゆ美 
ファシリテーター︓鈴⽊克明 

 

 15:00-16:00  
教育講演 7 

標準シミュレーションンベスト
プラクティスの紹介 

演者︓岩本由美

  

16︓00 

 
 
  
 16:15-16:45  

閉会式 ポスター賞授賞式  
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プログラム日程表 3日目 併設セミナー 
開催日 2017 年 3 月 4 日(土) 

 

  広 仁 会 館 

9︓00 

10︓00 

11︓00 

12︓00 

13︓00 

14︓00 

15︓00 

16︓00 

17︓00 

 2F 大会議室 1F 中会議室 １F 小会議室 

 9:00-17:00  
⾼齢者救急対応 
GEMS コース 

 
 ファシリテーター︓ 松⽊薗和也 
  杉⽊⼤輔 
  硲光司 

 

9:00-12:00  
ゴールド・メソッドによる 

授業・演習改善 
 

 ファシリテーター︓⼭岸智⼦ 
  久宗真理 

池上敬⼀

9:00-12:00  
JSISH 教育・トレーニング 

サイトを⽴ち上げよう 
 

 ファシリテーター︓秋場研 
  飯村知宏 

 

 

  

 13:00-16:00  
基礎教育(医学・看護学・薬学)における 

シミュレーションシナリオをデザインする
ワークショップ 

ファシリテーター︓ 池上敬⼀、武⽥聡、 
 ⼩澤知⼦、鈴⽊⾥美、
 鈴⽊義彦 

13:00-15:00  
「できる」医療者に育つ/育てる学習

デザイン勉強会 
ファシリテーター︓松本尚浩 

 

  

 

  

 

  保 健 学 科 棟 

9︓00 

10︓00 

11︓00 

12︓00 

13︓00 

14︓00 

15︓00 

16︓00 

17︓00 

 2F 207 2F 206 3F 302 
 9:00-12:30  

救急活動プロトコール・ 
シミュレーション活動 

 
ファシリテーター︓⼟屋健⼀ 

 
 

 

9:30-15:30 
 

ベッドサイドやいつもの「会話」に 
活かす「動機付け面接（ＭＩ）」 

 
 ファシリテーター︓瀬在泉 
  倉本剛史 

10:00-12:00  
「できる」医療者に育つ/育てる学習 

デザイン勉強会 
ファシリテーター︓松本尚浩 

 

 
 13:30-17:00  

救急活動プロトコール・ 
シミュレーション活動 

 
ファシリテーター︓⼟屋健⼀ 

 
 

 
 
 
  
 
 

 



16 
 

 

会長講演 10：00～11：00 

多様化する医療学習者に安心・安全な学びの場を提供するために 

司会：獨協医科大学越谷病院 浅香えみ子 

演者：広島文化学園大学大学院看護学研究科 岩本 由美 

招待講演 11：00～12：00 

あなたもできる！ワークショップデザインを応用した医療人材育成 

司会：広島文化学園大学大学院看護学研究科 岩本 由美 

演者：帝京大学高等教育開発センター 講師 森  玲奈 

教育講演１ 12：10～13：00 

あなたもできる！ワークショップデザインを応用した医療人材育成 

演者：富山大学大学院危機管理医学 奥寺  敬 

坂元 美重 

共催セミナー 13：15～14：15 

レールダルの統合アプリケーション「LLEAP」～統合、標準化のユーザ事例～ 

レールダルメディカルジャパン株式会社 

ファシリテーター：岡山大学 医療教育統合開発センター 万代 康弘 

教育企画１ 14：30～15：30 

看護師の思考過程を鍛えるシミュレーション教育 

ファシリテーター：東京医科大学病院 シミュレーションセンター 阿部 幸恵 

教育企画 3 15：40～16：55 

看護教育のシミュレーション学習の現状と課題 

ファシリテーター：東京医科大学病院 シミュレーションセンター 阿部 幸恵 

広島文化学園大学大学院看護学研究科 岩本 由美 

タウンホールミーティング 17：00～18：00 

広島文化学園大学大学院看護学研究科 岩本 由美 

 

プログラム 3 月 2 日(木)第 1 会場 
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教育講演 2 12：10～13：00 

医療教授システム学と医療教授システムについての対話 

演者：日本医療教授システム学会 池上 敬一 

熊本大学大学院社会文化科学研究科教授システム学専攻教授 鈴木 克明 

 

教育講演 3 13：15～14：15 

次世代のリーダーシップ 

司会：日本医療教授システム学会 池上 敬一 

演者：東京大学医学系研究科医学教育国際研究センター 大西 弘高 

 

教育企画 2 14：30～17：00 

看護師の思考過程を鍛えるシミュレーション教育 

ファシリテーター：東京大学医学系研究科医学教育国際研究センター 大西 弘高 

  野村  理 

 

  

プログラム 3 月 2 日(木)第 2 会場 
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ISD 事例検討会１ 14：00～15：30 

司会：済生会横浜市東部病院 紙谷あゆ美 

ファシリテーター：熊本大学大学院教授システム学専攻 鈴木 克明 

 

1-1 LMS を用いた事前学習と演習中心の授業設計によるブレンデッドラーニングの設計と実施 

岐阜聖徳学園大学 看護学部 岡本 華枝 

 

1-2 消防署単位で行える「静脈路確保フォロー研修シナリオ」の検討 

小牧市民病院 集中治療センター 河辺 紅美 

 

1-3 新人看護師 6 か月研修の成果 

公立置賜総合病院 看護部 看護管理室 菅原 明美 

シンポジウム１ 16：00～17：30 

「秘策！中国四国地域で広める医療者教育連携」～わたしの実践事例お話しします～ 

座長：岡山大学 医療教育統合開発センター 万代 康弘 

シンポジスト：鳥取大学 医学教育総合センター 三好 雅之 

山口大学医学部附属病院 先進救急医療センター 河村 宜克 

高知県立大学 看護学部 井上 正隆 

 

 

プログラム 3 月 2 日(木)第 3 会場 
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ポスターセッションＡ 15：30～16：30 

A-1 チームで取り組む看護過程の学びなおし 
新潟大学医歯学総合病院 加藤 茜 

 

A-2 当院での 12 誘導心電図電極装着トレーニングの開発 12 誘導心電図は正しくとる，電極は

正しく貼る 
社会医療法人緑泉会米盛病院 前鶴 麻樹 

 

A-3 医療機関の職種別ラダー作成における支援の試み 
社会医療法人緑泉会 米盛病院 廣庭 晴香 

 

A-4 インストラクショナル・デザインを用いた、施設の問題解決に向けた教育プログラムの作成

支援 
東京医科歯科大学 前田 留美 

 

A-5 医学部５学年の麻酔科臨床実習に対する改善の報告 
岩手医科大学 相澤  純 

 

A-6 老人介護施設における介護士教育の問題点 
NPO 法人 First Responder 濵田千枝美 

 

A-7 職員向けに作成した 12 誘導心電図測定する教材の形成的評価と改善 
小牧市消防本部 松浦 健二 

 

A-8 学習者の学びあいを目指した、看護の「はじめての臨床推論」研修の実施と評価 
東京医療保健大学 小澤 知子 

 

A-9 看護をテーマにした対話カフェの可能性 
名古屋市立大学 平井  亮 

 

A-10 医学部高学年対象の臨床技術と臨床推論レクチャーの実践と課題 
岩手県立高田病院 高橋 宗康 

 

A-11 障がい児の在宅支援に関する医師向けグループワークの設計の取り組み 
鳥取大学 玉崎 章子 

 

A-12 スキルスラボで行う腹腔鏡下胆嚢摘出術セミナーの実施と改良 
名古屋大学 藤原 道隆 

 

プログラム 3 月 2 日(木)ポスター会場 
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A-13 医学部 1 年生に対する初年次教育としての BLS 集合研修 
自治医科大学 淺田 義和 

 

 

A-14 看護基礎教育の授業「看護理論」にクリッカーを用いた授業効果 
防衛医科大学校 山岸 智子 

 

A-15 学生の学習スタイルと臨地実習前の学習準備状況を高める教育プログラムの検討 
福井県立大学 澤田 敏子 

 

A-16 クリティカルケア領域に従事する看護師の臨床判断能力を育成する学習ツールの開発 
神戸市看護大学 船木  淳 

 

A-17 A 病院におけるハリーコール症例検証会をとおしての活動報告 ;他職種連携を拡大していく

ために 
労働者健康安全機構 神戸労災病院 大和屋陽子 

 

A-18 効果的な研修を行うためにはーデブリーフィングの重要性について考えるー 
社会医療法人緑泉会 米盛病院 小島 三知 

 

A-19 分娩期の助産診断・技術学における助産学生の学習成果に関する文献レビュー 
佐久大学 上原 明子 

 

A-20 呼吸ケア・リハビリテーションチームのチーム回診時の状況モニターのコンピテンシー教育 
堺市立総合医療センター 郷間  厳 

 

A-21 看護基礎教育と看護継続教育におけるシミュレータを用いた教育の実態調査 
神奈川県立保健福祉大学 織井優貴子 

 

A-22 看護学生インストラクターによる AHA-BLS トレーニングサイト立ち上げとその取り組み 
東京医療保健大学 藏ヶ﨑花奈 

 

A-23 後輩育成を担う看護師へ行った支援方法の分析と今後の課題 
杏嶺会一宮西病院 天野 裕香 

 

A-24 ICU において呼吸停止時に食道挿管となった事例に対するデブリーフィングの経験 
昭和大学江東豊洲病院 池田 尚人 
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教育講演 4 10：00～11：00 

教授システム学からみたプロフェッショナリズム教育 

司会：東京慈恵会医科大学 救急医学講座 武田  聡 

演者：広島大学医学部附属医学教育センター 松下 毅彦 

学会活動報告 11：00～12：00 

日本医療教授システム学会 活動報告 

ファシリテーター：日本医療教授システム学会 池上 敬一 

教育講演 5 12：10～13：00 

KKR シミュレーション・ラボセンター10 年の歩みと今後の展望 

演者：国家公務員共済組合連合会 シミュレーション・ラボセンター 虎の門病院 臨床工学部 

ラボマネージャー/臨床工学技士 大森 正樹 

交流集会 13：10～14：30 

専門看護師・認定看護師ネットワーク 語らおう！ 

ファシリテーター：国立病院機構呉医療センター 瀬川 久江 

獨協医科大学越谷病院 浅香えみ子 

ISD 事例検討会 2 14：45～16：15 

司会：済生会横浜市東部病院 紙谷あゆ美 

ファシリテーター：熊本大学大学院教授システム学専攻 鈴木 克明 

 

2-1 初期臨床研修医用 e ラーニング教材の活用方法と課題 

獨協医科大学越谷病院 救急医療科 杉木 大輔 

 

2-2 看護職は教育研修のゴールに何を求めているのか？ 

看護研修におけるカークパトリックの四段階評価法の 終段階を探る試み 

日本ＢＬＳ協会 青木 太郎 

 

2-3 価値に基づく診療（VBP）ワークショップ 根拠に基づく診療を補強する枠組み 

東京大学医学系研究科医学教育国際研究センター 大西 弘高 

  

プログラム 3 月 3 日(金)第 1 会場 
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教育企画 4 10：00～11：00 

初めての方のための医療教授システム学 

ファシリテーター：日本医療教授システム学会 池上 敬一 

 

教育講演 6 12：10～13：00 

スクリプト学習のすすめ： 

人工知能モデルと教授システム学を応用した「できる」医療者に育つ/育てる学習法 

演者：日本医療教授システム学会 池上 敬一 

 

シンポジウム 2 13：10～14：40 

医師養成教育におけるアクティブラーニングの展開 

座長：広島大学医学部附属医学教育センター 松下 毅彦 

シンポジスト：高知大学医学部附属病院総合診療部 瀬尾 宏美 

香川大学医学部医学教育学講座 西屋 克己 

自治医科大学情報センター 浅田 義和 

 

教育講演 7 15：00～16：00 

標準シミュレーションンベストプラクティスの紹介 

      演者：広島文化学園大学大学院看護学研究科 岩本 由美 

  

プログラム 3 月 3 日(金)第 2 会場 
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ポスターセッション Ｂ 13：00～14：00 

 

B-1 BLS ヘルスケアプロバイダーコースでの フィードバック機具を用いた胸骨圧迫の技術習得

効果の検討 
川崎幸病院 蒲池 淳一 

 

B-2 効果的な院内看護管理者会議運営に向けた取り組み 
医療法人おもと会 大浜第一病院 津嘉山みどり 

 

B-3 ケースマップパズルを用いた ER 初期診療トレーニング法の開発 
帝京大学医学部付属病院 安心院康彦 

 

B-4 看護学生の情報科学教育にシナリオを導入した授業実践とその評価 
独立行政法人労働者健康安全機構 千葉労災看護専門学校 大和 広美 

 

B-5 メンター経験者のキャリア形成を目的とした教育研修内製化の取り組み 
医療法人豊田会刈谷豊田総合病院 前田 佳彦 

 

B-6 学士課程による看護基礎教育で求められる看護実践能力に沿った小児患者事例 ICT 教材の

開発 
獨協医科大学 小西 美樹 

 

B-7 部署毎のニーズに合わせた新人看護師対象フィジカルアセスメント研修の検討 
小牧市民病院 岡田 聡子 

 

B-8 老健施設看護師のアセスメント能力向上を目的とした呼吸音聴診トレーニングの導入とそ

の評価 
おもと会統括本部 嘉陽 宗司 

 

B-9 院内急変・蘇生教育研修の評価と今後の課題 
北海道医療センター 深澤 知美 

 

B-10 シミュレーション教育に対する否定や否認などの誤解を紐解く為の手法について 
国立病院機構災害医療センター 羽田 俊彦 

 

B-11 風船を血管に見立てたアイスブレイクの効果 
兵庫医科大学病院 太田 良介 

 

 

プログラム 3 月 3 日(金)ポスター会場 
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B-12 新人スタッフ教育システムにおける新人担当メンターを対象とした教育研修の取り組み 
医療法人豊田会刈谷豊田総合病院 大久保裕矢 

 

B-13 輸血の取り扱い新人研修に e‐ラーニング映像を用いた取り組み 
医療法人おもと会大浜第一病院 長嶺 真子 

 

B-14 インジェクショントレーナーによる救急救命士対象静脈路確保の研修効果について 
小牧市民病院 東 ひより 

 

B-15 病院 EICU の新人看護職員に対するシミュレーション教育を導入した効果と今後の課題 
愛知医科大学病院 竹内 史子 

 

B-16 院内 BLS 試験登録制度の試み 
小牧市民病院 井上 卓也 

 

B-17 保護者および学校教員などに対し実施した食物アレルギー教室における結果の比較検討 
十日市場こどもクリニック 奥  典宏 

 

B-18 医療者間コミュニケーションのスキルアップを目指したシミュレーション教育におけるフ

ァシリテーターの育成 
長野県立こども病院 芳賀  了 

 

B-19 呼吸サポートチーム主導による院内教育システム構築に向けた取り組み  
～NPPV マスクフィッティング研修～ 

武蔵野赤十字病院 石田恵充佳 

 

B-20 急変症例を振り返りする文化を育成するための取り組み 
～急変対応能力向上委員会運営者による委員教育～ 

日本赤十字社 武蔵野赤十字病院 小林 圭子 

 

B-21 社会人大学院生が担当する研修についての自己評価  
～ID 入門講義の事前事後チェックリストの比較～ 

豊田市消防本部 大石  奨 
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 1F 中会議室 

ゴールド・メソッドによる授業・演習改善 9:00-12:00 

ファシリテーター：防衛医科大学校 山岸 智子 

久宗 真理 

日本医療教授システム学会 池上 敬一 
 

基礎教育(医学・看護学・薬学)におけるシミュレーションシナリオをデザインする 

ワークショップ 13:00-16:00 

ファシリテーター：日本医療教授システム学会 池上 敬一 
東京慈恵会医科大学病院 武田  聡 

愛知医科大学大学院 鈴木 里美 
自治医科大学 鈴木 義彦 

東京医療保険大学 小澤 知子 
 

 １F 小会議室 

JSISH 教育・トレーニングサイトを立ち上げよう（AHA-ECC 編） 9:00-12:00 

ファシリテーター：東京医療保健大学 東が丘・立川看護学部 秋場  研 
東京工科大学 医療保健学部 飯村 知宏 

 

「できる」医療者に育つ/育てる学習デザイン勉強会 13:00-15:00 

ファシリテーター：笑顔のおうちクリニック松戸 松本 尚浩 
 
 

 2F 大会議室 

高齢者救急対応 GEMS コース 9:00-17:00 

ファシリテーター社会医療法人緑泉会 米盛病院 救急科・総合診療部門，内科 松木薗和也  
獨協医科大学越谷病院 杉木 大輔 

北海道医療センター 硲  光司 
 

  

併設セミナー 3 月 4 日(土) 広仁会館 
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 2F 207 

できる」医療者に育つ/育てる学習デザイン勉強会 10:00-12:00 

ファシリテーター：笑顔のおうちクリニック松戸 松本 尚浩 

 

 2F 206 

救急活動プロトコール 9:00-12:30 

ファシリテーター：印西地区消防組合 土屋 健⼀ 

 

救急活動プロトコール 13:30-17:00 

ファシリテーター：印西地区消防組合 土屋 健⼀ 

 
 3F 302 

ベッドサイドやいつもの「会話」に活かす「動機付け面接（ＭＩ）」 9:30-15:30 

ファシリテーター：防衛医科大学校医学教育部看護学科 瀬在  泉 

特定非営利法人つなぐ代表理事 倉本 剛史 

 

 

  

併設セミナー 3 月 4 日(土) 保健学科棟 
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