
第1会場 第2会場 第3会場 第4会場
3F 大教室 3F 大会議室 5F クリニカルシミュレーションラボ 5F 第1研修室＋第2研修室

10:00～11:00

会長講演

司会：池上敬一

演者：阿部幸恵

11:00～12:30 11:00～12:30

教育企画1 教育企画2

司会：内藤知佐子

ファシリテータ：杉本なおみ ファシリテータ：ブルーヘルマンス、淺田義和

プレゼンター：八木（佐伯）街子、熊谷 奈穂

12：30～14：00 12：30～14：00

ランチョンセミナー１ ランチセミナー２

司会：池上敬一 ファシリテータ：泉美貴

ファシリテータ：鈴木克明 　　　　　　　　　　別生伸太郎

　　　　　　　　　阿部幸恵

ランチ：12：30～　セミナー：13：00～ ランチ：12：30～　セミナー：13：00～

14:00～14:30

学会の方向性

JSISH代表理事　池上敬一

14：30～16：00 14：30～15：30

事例検討会１ 教育企画３

座長：青木太郎　紙谷あゆみ 分野別認証評価で求められる業務とは？

アドバイザー： 鈴木克明 ファシリテータ：大西弘高

16:00～17:15 16:00～17:00

ポスターセッション

理事会 （Aグループ）

17:00～18:00

17:15～18:00

ポスターセッション

ファカルティ会議 （Bグループ）

懇親会

ホテルローズガーデン新宿 別館 1 階
 ガーデンレストラン「コフレドール」

18:30～

18:00

17:00

19:00

16:00

教育から共育へ～医療者を育てる視点と医療者として育つ
視点を考える。

医療教授システム学と医療教授システム

17:00

12:00

15:00

18:00

e ラーニング・e ポートフォリオを用いた教育実践ショー
ケース

12:00

14:00

16:00

15:00

多職種連携教育用ゲーム”FOOD TALK"

19:00

11:00

14:00

13:00 IPE(医学・薬学・看護学共同での教育)実践紹介

10:00

11:00

13:00

10:00

プログラム日程表 1日目 
3月 3日（木） 



第1会場 第2会場 第3会場
3F 大教室 3F 大会議室 5F クリニカルシミュレーションラボ

10：00～11：00 10:00～11：30

招待講演 教育企画4

今、日本の医療人材教育が向かう  IPW  と  IPE MSWを育てるしくみ

司会：阿部幸恵 ファシリテーター：奥寺敬

演者：田村由美    浅香えみ子

11:30～12：00 11:30～12：00 11：30～12：30

あの人とグループでワイがや タウンホールミーティング COIと研究倫理

12:00-13:00 12:00-13:00 ファシリテーター：大西弘高

ランチョンセミナー3 ランチョンセミナー4

ファシリテーター：松本尚浩 ファシリテーター：阿部幸恵

13:10～14:30

教育講演

臨床推論を学ぶことは実践に役立つだろうか

司会：浅香えみ子

演者：任和子

14：10～16：00

教育企画5

14：30～16：00 14：30～16：00 SimClub

事例検討会１ パネルディスカッション

地域でのIPEとIPWの実際

座長：大石    奨　紙谷あゆみ

アドバイザー： 鈴木克明 司会：奥寺敬、岩本由美 ファシリテーター：武田聡

パネリスト：万代康弘、浅香えみ子、 　　　　　　　　　　　　　　　　   大川宣容

　　　　　　　　　　　山本満智子、山本  悦子　　　　    プレゼンター：

　　　　　　 名和秀起、香西佳美、冷水育、内藤知佐子

16：00～16：30 16：00～16：30

グループでワイがや タウンホールミーティング

11:00

15:00

17:00

10:00

13:00

学習インストラクター資格制度

11:00

医療者としての思考過程を鍛えるシミュレーションの重要性

14:00

12:00

10:00

12:00

13:00

17:00

16:00

15:00

シミュレーション医療教育のすべて～教材パッケージとノウハ
ウ～

16:00

14:00

閉会式（表彰式）

プログラム日程表 2日目 
3月 4日（金） 



第1会場 第2会場 第3会場
3F 大会議室(B) 5F クリニカルシミュレーションラボ 第2セミナー室

スクール50席 シアター50席 スクール24席

10:00～16：00 10:00～16：00

第8回　JSISH 総会・併設セミナー 第8回　JSISH 総会・併設セミナー

「看護管理者が育つ/育てるしくみ」（案）

ファシリテーター：津嘉山みどり、浅香えみ子

ファシリテーター：武田聡

　　　　　　　　　　　　　　　　　 大川宣容

  鈴木義彦

  鈴木里美

12:30～16：00

第8回　JSISH 総会・併設セミナー

ファシリテーター：前田純一

17:00

13:00

16:00

17:00

15:00

救急活動プロトコール

11:00

10:00

基礎教育（医学・看護）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（案）

12:00 12:00

16:00

13:00

14:00

10:00

14:00

11:00

15:00

受付開始 9:00

プログラム日程表 3日目 併設コース 
3月 5日（土） 



 プログラム 3 月 3日（木） 第 1会場 

会長講演 10:00～11:00 

教育から共育へ～医療者を育てる視点と医療者として育つ視点を考える。

 司会 獨協医科大学越谷病院救命救急センター 池上 敬一 

演者 東京医科大学病院シミュレーションセンター 阿部 幸恵 

ランチョンセミナー１ 12：30～14:00 

医療教授システム学と医療教授システム 

司会 獨協医科大学越谷病院救命救急センター 池上 敬一

ファシリテーター 熊本大学大学院 社会文化科学研究科 鈴木 克明 

事例検討会１ 14:30～16:00 

座長 青木太郎 日本ＢＬＳ協会

座長 紙谷あゆみ 済生会横浜市東部病院

アドバイザー 鈴木克明 熊本大学大学院 社会文化科学研究科

1-1 研修医 1 年目に対するインジェクショントレーナー看護師による技術演習プログラム改善による評価 

小牧市民病院 看護局 河辺 紅美

1-2 2 年目看護師のシミュレーション教育を用いた院内急変対応に対する取り組み 

鳥取大学医学部付属病院 看護部 佐藤 晋平

1-3 幼稚園教諭、保育士向けの園児急変時対応トレーニングの継続学習システムの開発 

NPO 法人 First Responder 濵田 千枝美 

プログラム 3月 3日（木） 第 2会場



教育企画１ 11:00～12:30 

多職種連携教育用ゲーム”FOOD TALK"

司会 京都大学医学部附属病院 総合臨床教育・研修センター 内藤知佐子 

ファシリテーター 慶應義塾大学看護医療学部看護学科 杉本なおみ 

ランチョンセミナー２ 12：30～14:00 

IPE(医学・薬学・看護学共同での教育)実践紹介

ファシリテーター 東京医科大学 医学教育学分野 泉  美貴

ファシリテーター 東京薬科大学 薬学実務実習教育センター 別生伸太郎 

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 

プログラム 3月 3日（木） 第 3会場

教育企画２ 11:00～12：30 

e ラーニング・e ポートフォリオを用いた教育実践ショーケース 

ファシリテーター 東京医科大学 医学教育学分野 ブルーヘルマンス

ファシリテーター 自治医科大学 医学部情報センター 淺田 義和 

プレゼンター 北里大学看護部 八木（佐伯）街子 

プレゼンター 北里大学看護部 熊谷 奈穂 

学会の方向性  14:00～14：30 

池上敬一 JSISH 代表理事 



教育企画３ 14:30～15:30 

分野別認証評価で求められる業務とは？ 

ファシリテーター 東京大学大学院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（木） 第 4会場

ポスターセッション 

司会 済生会横浜市東部病院 紙谷あゆみ 

ファシリテーター 北里大学看護学部 熊谷 奈穂 

ファシリテーター 自治医科大学特定看護師研修センター 三科 志穂

グループ A 

A-1 「NPO 法人救急医療の質向上協議会」新事業取組み 「スポーツボランティア」 

NPO 法人救急医療の質向上協議会 坂本 博之 

A-2 看護技術演習における動画を用いた振り返りに関する検討 

国際医療福祉大学 保健医療学部看護学科 奥平 寛奈

A-3 看護系大学院生を対象にしたカークパトリック 4 レベル評価法紹介の試み 

日本ＢＬＳ協会 青木 太郎

A-4 GOLD 法を用いた基礎看護学の授業展開 

防衛医科大学校 医学教育部看護学科 基礎看護学講座 山岸 智子

A-5 手術室配属新人看護師を対象とした集中治療室看護師によるアセスメント研修の検討 

小牧市民病院 看護局 河辺 紅美

A-6 継続して行われたプリセプター研修における受講者に与えた影響と今後の課題 

小牧市民病院 加藤 雄也



A-7 地域医療職を対象とした、呼吸ケアリハビリに関する、学習者主体の研修の設計・開発の取り組み 

佐賀大学医学部附属病院 血液・腫瘍・呼吸器内科 田中 将英

A-8 院内における新任看護管理者研修のデザイン 

医療法人おもと会 大浜第一病院 看護部 津嘉山 みどり

A-9 （第二報）シミュレーシン教育による新人看護師の患者・薬剤誤認防止のための取り組み 

鳥取大学医学部附属病院 看護部 病棟 6 階 A 涌嶋 仁美 

A-10 Ａ病院看護部における新人教育担当者の活動報告～新たな役割に対する組織の期待～ 

愛知医大病院 看護部 堺 宣博

A-11 プリセプターによる新人教育のためのＯＪＴの質向上に向けた取り組み 

鳥取大学医学部附属病院 福谷 洋子

A-12 看護専門学校での災害看護の授業設計の分析 

関西労災病院 看護部 ICU 梅野 晶子 

A-13 看護系大学における新人教員に対する支援の現状 

防衛医科大学校 医学教育部看護学科 基礎看護学講座 山岸 智子

A-14 (第一報）シミュレーション教育による新人看護師の患者・薬剤誤認防止のための取り組み 

鳥取大学医学部附属病院 看護部 廣澤 麻奈美

A-15 学習効果・効率・魅力向上を目指したシミュレーショントレーニングの学習環境設計 

鳥取大学医学部 医学教育総合センター 三好 雅之

A-16 看護学部学生への実習前シミュレーションの課題 

愛知医科大学 医学部 シミュレーションセンター 川原 千香子

A-17 ICU 急変事例のシミュレーション研修を用いた振り返り方法についての検討と課題 

公益社団法人地域医療振興　横須賀市立うわまち病院　特定集中治療室 川名 修平

A-18 医療用ストーリー型 e ラーニング教材の試用調査後の改善案‐あずさプロジェクト報告‐ 

北里大学 看護学部 八木（佐伯） 街子



グループ B 

B-1 海外における新任看護教員に関する文献検討 

防衛医科大学校 医学教育部看護学科 基礎看護学講座 山岸 智子

B-2 modified TBL 形式の基礎科目授業におけるブレンド型学習のデザイン 

信州大学 医学部 医学教育研修センター 清水 郁夫

B-3 第 2 種感染症指定医療機関での患者受け入れシミュレーション研修 

鳥取大学医学部附属病院 感染制御部 上灘 紳子

B-4 卒業期の看護学生の学びを深める実践的ストーリー型インストラクショナル・シミュレーションの効果 

東京医療保健大学 医療保健学部看護学科 小澤 知子

B-5 看護学生の BLS（Basic Life Support）習得に向けた自学自習とスキルチェックの演習デザインの検討 

東京医療保健大学 医療保健学部 看護学科 濱田 麻由美

B-6 臨床研修医のための救急医療研修用 e ラーニング教材の開発 

獨協医科大学越谷病院 救命救急センター 杉木 大輔

B-7 臨床研修医に対する外傷初療教育 より ISD を用いた教育へ(NAEMT-PHTLS コースを参考にして) 

埼玉医科大学総合医療センター 救急科(ER) 中村 元洋 

B-8 シミュレーションのインストラクターによる学習目標の分析 ～目標に含まれる内容と学習成果の分類～ 

豊田市消防本部 大石 奨

B-9 中途採用看護師研修の評価 ～インストラクション・システム・デザインを活用して～ 

医療法人おもと会大浜第一病院 看護部 看護管理室 長嶺 真子

B-10 学習支援を効果的に行わない指導者を活用するための取り組み 

武蔵野赤十字病院 救命救急センター 小林 圭子

B-11 人間の認知プロセスを意識した医学教育の試み 

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



B-12 インストラクショナルデザインを考慮したフィジカルアセスメント研修への変更 第２報 

JA 広島総合病院 地域救命救急センター 看護科 竹野 香織 

B-13 解剖画像システムを用いた授業デザイン方法に関する実践報告 

北里大学 看護学部 八木（佐伯） 街子

B-14 「学習する組織」を目指した最初の一歩～自ら考え行動できる人材の育成～ 

東京都済生会向島病院 看護部 佐久間 あゆみ

B-15 非侵襲型人工呼吸セミナーによるインストラクションと評価 

堺市立総合医療センター 呼吸器内科 郷間 厳

B-16 OTC 薬剤師・調剤薬局薬剤師を対象とした「健康サポート・スキルアップコース」の青写真と教材

作成 

勝和会病院 薬剤部 出口 弘直

B-17 シミュレーションセンター運営の取り組みと課題 ―大学・大学病院全体で活用するための取り組

みー 

愛知医科大学 医学部 シミュレーションセンター 川原 千香子

プログラム 3月 4日（金） 第 1会場

招待講演 10:00～11:00 

今、日本の医療人材教育が向かう IPW と IPE

司会 東京医科大学病院シミュレーションセンター 阿部 幸恵 

演者 日本赤十字看護大学大学院 田村 由美 

あの人とグループでワイ・ガヤ 11:30～12:00 



ランチョンセミナー３ 12:00～13:00 

学習インストラクター資格制度 

ファシリテーター 笑顔のおうちクリニック 松本 尚浩 

教育講演 13:10～14:30 

臨床推論を学ぶことは実践に役立つだろうか

司会 獨協医科大学越谷病院 浅香えみ子 

演者 京都大学大学院医学研究科 人間健康科学系専攻臨床看護学講座 任  和子 

事例検討会２ 14:30～16:00 

座長 豊田市消防本部 大石  奨 

座長 済生会横浜市東部病院 紙谷あゆみ 

アドバイザー 熊本大学大学院 社会文化科学研究科 鈴木 克明 

2-1 小児気管支喘息患者の電子カルテ模擬症例による看護過程演習は学習意欲を向上させたか？ 

国際医療福祉大学 保健医療学部 看護学科 小西 美樹

2-2 医学部学生を対象としたインストラクショナルデザインの授業実践評価および改善検討：デザイン研究の

事例 

自治医科大学 医学部 情報センター 淺田 義和

2-3 全医学生による予防接種実践に向けた皮下注射トレーニング 

岡山大学 大学院医歯薬学総合研究科 呼吸器・乳腺内分泌外科 山根 正修

あの人とグループでワイ・ガヤ 16:00～16:30 



プログラム 3月 4日（金） 第 2会場

タウンホールミーティング 11:30～12:00 

ランチョンセミナー４ 12:00～13:00 

医療者としての思考過程を鍛えるシミュレーションの重要性 

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 

パネルディスカッション 14:30～16:00 

地域での IPE と IPW の実際 

司会 富山大学医学部 救急・災害医学講座 奥寺  敬 

司会 広島文化学園大学大学院看護学研究科 岩本 由美 

パネリスト 岡山大学 万代 康弘

パネリスト 獨協医科大学越谷病院 浅香えみ子 

パネリスト 郡山健康科学専門学校 介護福祉学科 山本満智子 

パネリスト 医療法人社団翔洋会 山本 悦子 

タウンホールミーティング 16:00～16:30 



プログラム 3月 4日（金） 第 3会場

教育企画４ 10:00～11:30 

MSW を育てるしくみ 

ファシリテーター 富山大学医学部 救急・災害医学講座 奥寺 敬

ファシリテーター 獨協医科大学越谷病院 浅香えみ子 

COI と研究倫理  11:30～12:30 

ファシリテーター 東京大学大学院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５ 14:10～16:00 

Sim Club シミュレーション医療教育のすべて～教材パッケージとノウハウ～

ファシリテーター 東京慈恵会医科大学 武田  聡

ファシリテーター 高知県立大学看護学部 大川 宣容 

プレゼンター 岡山大学病院 薬剤部 副薬剤部長 名和 秀起 

プレゼンター 前・岡山大学医療教育統合開発センター 香西 佳美 

プレゼンター 東京医科大学病院 冷水  育 

プレゼンター 京都大学医学部附属病院 総合臨床教育・研修センター 内藤知佐子 

プログラム 3月 5日（土） 第 1会場

第 8 回日本医療教授システム学会併設セミナー 10:00～16:00 

「看護管理者が育つ/育てるしくみ」

ファシリテーター おもと会教育研修センター 津嘉山みどり



ファシリテーター 獨協医科大学越谷病院 浅香 えみ子 

プログラム 3月 5日（土） 第 2会場

第 8 回日本医療教授システム学会併設セミナー 10:00～14:00 

基礎教育（医学・看護）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 東京慈恵会医科大学 武田 聡 

ファシリテーター 高知県立大学看護学部 大川宣容 

ファシリテーター 自治医科大学 医学部 鈴木義彦 

ファシリテーター 愛知医大 鈴木里美

プログラム 3月 5日（土） 第 3会場

第 8 回日本医療教授システム学会併設セミナー 12:30～16:00 

救急活動プロトコール

ファシリテーター 蓮田市消防本部 前田純一 
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