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会長挨拶 
第 13 回日本医療教授システム学会総会・学術集会 会長 

医療法人おもと会 大浜第一病院 

津嘉山 みどり 

 
第 13 回日本医療教授システム学会総会・学術集会を沖縄の地で開催させていただく運びとなりまし

た。 

昨今の新型コロナウイルス感染症への対応が求められる中、次期総会をどのようにするか迷いました

が、このような時だからこそ、今までとは異なる学会の開催方法や教育の在り方等を模索する良い機会に

なるのではないかと考えました。今回は、従来の集合型とオンライン型のハイブリッド方式で開催準備を

進めております。現地に出向くもよし、WEB で参加するもよし、どちらを選んでご参加いただきましても

有意義な会にしたいと思います。 

 

さて、本学会は、標準的な医療を安全・確実に提供できる医療職の育成のミッションのもと、医療チー

ムのパフォーマンス向上に焦点をあてた医療者教育システム開発と普及に努めてまいりました。成果を上

げるには、「医療者の学ぶ力を育てること」「育つことのできる学習環境（職場環境）の構築」は課題で

あり、「仕事を通して学ぶしくみづくり」と「個人の成長の延長線上に組織の成長があること」が重要だ

と捉えています。 

 

そこで今回はテーマを「組織の発展をリードする医療者の育成～チャレンジを創造する思考を育む～」

としました。組織の発展は、成果を生み出すことのできる職員の働きにかかっています。成果を生み出す

職員とは、これまでの慣習にとらわれず、時代の変化に対応し、創造的に考え行動できる人材であると考

えます。変化する保健医療システムのなかで、個人や組織は効果的に機能するために、どのように対応し

ていくのでしょうか。その足掛かりを得るため、特別講演では「組織開発」で名高い中村和彦先生をお迎

えしています。参加された様々な職種の皆さまと、人材開発のアプローチと組織開発のアプローチの両方

から検討する機会を設けてまいります。 

 

また、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、各大学・学校・病院等では、これまでの教育や研修そ

のものを再構築しております。それこそ、教育の変革の時期にきていると言えるでしょう。新しい教育モ

デルに向けた取り組みを紹介し、知の共有を図って参ります。さらに、本学会への初参加の方に向けたプ

ログラムも企画いたしました。多く方々にとって、所属する組織の発展、自分の仕事の改善につながるこ

とを期待します。 

 

会期中は南国ならではの景色とムードが満喫できる学習環境を用意いたし、参加者同士の心が通い合う

アットホームな学会運営に努めますので、医療関係者、保健医療福祉の基礎教育や人材育成に関わる皆さ

まのご参加を心よりお待ちしております。   
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会場へのご案内 

おもと会 沖縄看護専門学校  

〒901-1393 沖縄県島尻郡与那原町板良敷 1380-1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※要時間は目安、料金は 2020 年 12 月現在のご案内です。 

タクシー 
●那覇空港から 

 会場(沖縄看護専門学校)まで  

 

バス  乗降するバス停「南板良敷」 
●那覇バスターミナル（ゆいレール 旭橋駅直結、空港から約 11 分） 

 41 番 (つきしろの街線)沖縄バス 

 39 番 (百名線)沖縄バス 

 37 番 (新開線)東陽バス 

 38 番 (志喜屋線）東陽バス 

 338 番 (斎場御嶽線）東陽バス 

 339 番 (南城〜結の街線）沖縄バス 

 

●糸満バスターミナル 

 36 番 （糸満・新里線）沖縄バス 

 

那覇空港 

那覇バスターミナル 

大浜第一病院 

沖縄看護専門学校 

所要時間：約 30 分 
料金：3,100 円 

所要時間：約 45 分 
料金：680 円 

所要時間：約 40 分 
料金：520 円 
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●沖縄市（コザ） 

 41 番 （つきしろの街線） 沖縄バス 

 39 番 （百名線） 沖縄バス 

 37 番 （新開線） 東陽バス 

 38 番 （志喜屋線） 東陽バス 

 

●浦添（城間） 

 91・191 番 （城間線） 東陽バス 

 

車でお越しになる方へ 
会場周辺に駐車場のご用意があります。 

次ページをご参照ください。 

 

 

 

 

併設セミナー会場 

医療法人おもと会 大浜第一病院 

〒900-0005 沖縄県那覇市天久 1000 番地 

 

那覇空港からバスで 

琉球バス 23 番→「天久第一バス停」 

所要時間：約 30 分  

 

那覇空港からタクシーで 

所要時間：約 20 分 料金 2,100 円程度 

  

所要時間：約 40 分 
料金：670 円 

所要時間：約 60 分 
料金：620 円 
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プログラム日程表１日目 
開催日 2021 年 3 月 25 日(木) 

  第 1 会場 第 2 会場 第 3 会場 ポスター会場 
  講堂 

7F 
視聴覚教室 

5F  
N6 

６F 教室 

N4 N5 

5F 
  開会式    

10︓00  10:00-10:40 会⻑講演 
組織の発展をリードする医療者の育成  

⼈と組織の強みをいかす職場環境デザイン 
 座⻑︓池上敬⼀ 
 演者︓津嘉⼭みどり 

   
   
   
    
11︓00  11:00-12:20 招待講演 

 
組織開発とその実践者の育成 

 座⻑︓津嘉⼭みどり 
 演者︓中村和彦 

 

 

   
   
   
12︓00 

  

   

    

    

13︓00    

  13:00-14:30  
シンポジウム 

新しい教育へのチャレンジ 
コロナ時代の教育 

 
座⻑︓万代康弘 
演者︓淺⽥義和、⼤川宣容 

三上剛⼈ 
 

13:00-14:30  
教育講演 
初めての医療インストラク
ショナルデザイン 

 
座⻑︓岩本由美 
演者︓池上敬⼀ 
 

 

  
  
14︓00  
  
  
    

15︓00  14:50-16:20 
教育企画（WEB 講演） 
医療教育における AR・VR の活⽤ 
 

座⻑︓三好雅之 
演者︓⽥仲浩平 
 

14:50-16:20 
教育企画 

看護管理者を育てる 
育つしくみ 

 
演者︓浅⾹えみ⼦ 

津嘉⼭みどり 

14:50-16:20 

ISD 事例検討 1 

 
座⻑︓河村宜克 
コメンテーター︓平岡⻫⼠

鈴⽊克明 

 

  
  
  
16︓00  
  
     
  16:40-18:00 

教育企画 
 コロナ時代の教育研修 

座⻑︓池上敬⼀ 
演者︓鈴⽊克明 
 

 

16:40-18:00 

ワークショップ 

アイスブレイク 
演者︓三科志穂 

内藤知佐⼦ 
 

 

17︓00  
  
  
  
18︓00  
  18:10-18︓40 オンライン懇親会  
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プログラム日程表 2 日目 
開催日 2021 年 3 月 26 日(金) 

  第 1 会場 第 2 会場 第 3 会場 ポスター会場 
  講堂 

7F 
視聴覚教室 

5F  
N6 

６F 教室 

N4 N5 

5F 

8︓30 
     

  8:30-9:00 (WEB のみ) 

社員総会 

 

9︓00   
    
  9:20-10:50 

シンポジウム 

看護管理者が取り組む組織開発 
座⻑︓浅⾹えみ⼦、津嘉⼭みどり 
演者︓佐久間あゆみ、河邉紅美 

岩﨑景⼦ 

9:20-10:50 

教育企画 

学習者中⼼の教育パラダイムへ 
 
演者︓松本尚浩 

⼤⻄弘⾼ 

9:20-10:50 

ISD 事例検討 2 
 
座⻑︓万代康弘 
コメンテーター︓ 

平岡⻫⼠ 
鈴⽊克明 

 
   

10︓00   
   
   
   
11︓00      
   11:00-11:40 

オンライン 
ポスターセッション A 
 

   
   
12︓00 

  11:40-12:20 
オンライン 
ポスターセッション B    

   

    

13︓00    

  13:00-14:30  
教育企画 
看護基礎教育から継続教育に 
つながるゴールド・メソッド 

 
座⻑︓瀬川久江 
演者︓岡本華枝 

鈴⽊克明 

13:00-14:30  
ワークショップ 
初めての研修企画 

 
演者︓嘉陽宗司 

濵⽥千枝美 

13:00-13:40 
沖縄会場 
ポスターセッション C 

《 開催中⽌ 》 
  
  
14︓00  13:40-14:20 

沖縄会場 
ポスターセッション D 

《 開催中⽌ 》 
  
  
     

15︓00  14:50-16:20 
教育講演 
COVID-19 時代の病院実習・ 
新⼈看護師研修のデザインと 
実践法ーゴールド・メソッド 
 

座⻑︓鈴⽊克明 
演者︓池上敬⼀ 
 

 
   
   
   
16︓00   
   

   

  16:30 閉会式 

  17︓00  
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プログラム日程表 3 日目 併設セミナー 
開催日 2021 年 3 月 27 日(土) 

    

 ⼤浜第⼀病院 会場１ ⼤浜第⼀病院 会場 2 オンライン会場 

 9:00-16:30 

  
患者安全 TeamSim 

ベーシック 
 

 講師︓三辻智美 
  久宗真理 
  ⼭岸智⼦ 

 
 

《 開催中⽌ 》 
 

9:00-12:30  
救急活動と臨床推論 

（CREMT） 
 

 講師︓河村宜克 
 岡本華枝 

《 開催中⽌ 》 

9:00-12:00  
医療 ISD 実践講座基礎編 

 
 講師︓池上敬⼀ 

 

 

 

 
 

  

13:00-16:00  
看護実践を⽀える 12 の認知技能 

~ゴールド・メソッド~ 
 

 講師︓岡本華枝 
  河邉紅美 

 

 

 

 
 

  

 
こちらのセミナーは学会総会・学術集会（3 月 25 日-26 日）に参加していない方でもご参加が可能で

す。 

 

医療 ISD 実践講座基礎編（WEB セミナー） 
講師：池上敬一（三条しただ郷クリニック、日本医療教授システム学会代表理事） 

 
看護実践を支える 12 の認知技能@ゴールド・メソッド （ WEB セミナー） 
講師：岡本華枝（横浜創英大学）、河邉紅美（小牧市民病院） 

 

以下の集合型のセミナーの開催は中止とさせて頂きます。開催を準備していただいた講師の方々には

感謝申し上げます。 

患者安全 TeamSim ベーシック （大浜第一病院） 
講師：三辻智美(東京西徳洲会病院救急医療センター)、山岸智子（防衛医科大学校）、久宗真理 

 
救急活動と臨床推論（CREMT)（大浜第一病院） 
講師：河村宜克（山口労災病院）、岡本華枝（横浜創英大学）  
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参加者へのご案内 (現地会場へお越しになる方へ) 
 

 総合受付  
場  所：沖縄看護専門学校（沖縄県島尻郡与那原町板良敷 1380-1） 

受付時間：3月 25 日（木）9：30～17：00 

3 月 26 日（金）9：00～16：00 

  

 クローク 
場所：沖縄看護専門学校 

※貴重品、パソコンは、お預かりすることができませんので予めご了承下さい。 

※看護専門学校は土足厳禁です。会場ではスリッパをご用意いたします。 

 

 その他のご連絡 
 大会中は、当日受付でお渡しするネームカードをつけてください。 

 会場内での撮影、および録音は禁止させていただきます。 

 講演会場内での携帯電話での通話は禁止させて頂きます。また、会場内ではマナーモードに

設定してください。 

 

 新型コロナウイルス感染症への予防対策について 
 会場入り口にて体温測定をいたします。体温確認で 37.5 ℃以上の方は入場を制限します。 

 扉の開放や空調機器等による常時換気のほか、セッションの合間に窓を開けるなど室内の換

気を実施します。 

 頻回の石鹸・水による手洗いと手指アルコール消毒の実施をお願いいたします。 

 マスクは常時着用してください。 

 密集を避け、適度なソーシャルディスタンスを確保してください。 

 飲食中の会話は控えてください。 

 事前の接触確認アプリ COCOA への登録を推奨します。 

 37.5℃以上の発熱がある、鼻汁、咳、倦怠感、発熱、味覚異常など、体調に問題がある、ま

たは職場、家族、身近な知人に感染者、濃厚接触者がいるなど該当される方は、WEB でのご

参加をお願いします。 
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謝 辞 

 
本学術集会の開催に関しましては、次の各社からご援助をいただきました。 

ここに謹んで謝辞を表します。 

 

第 13 回日本医療教授システム学会総会・学術集会 

会長 津嘉山みどり 

 

 

≪ 協賛企業 ≫ 

 

レールダルメディカルジャパン株式会社 

株式会社永和システムマネジメント 

エルゼビア・ジャパン株式会社 

ルフト・メディカル株式会社 

株式会社 産労総合研究所 

サントリーフーズ沖縄株式会社 

株式会社 日総研出版 

キングラン沖縄株式会社 

学校法人おもと会 沖縄看護専門学校 

医療法人おもと会 沖縄リハビリテーション福祉学院 

医療法人おもと会 大浜第一病院 

 

 

2021 年 2 月 8 日現在 
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第 13 回日本医療教授システム学会総会・学術集会 

プログラム 

 

 第１会場  

３月２５日(木) 

 
10:00～10:40 会長講演 

組織の発展をリードする医療者の育成 ～人と組織の強みをいかす職場環境デザイン～ 

座長：池上 敬一（三条しただ郷クリニック） 

演者：津嘉山 みどり（大浜第一病院） 

 

 

11:00～12:20 招待講演  

組織開発とその実践者の育成 

座長：津嘉山 みどり（大浜第一病院） 

演者：中村 和彦（南山大学） 

 

13:00～14:30 シンポジウム  

新しい教育へのチャレンジ コロナ時代の教育 

座長：万代 康弘（東京慈恵会医科大学） 

演者：淺田 義和（自治医科大学） 

 大川 宣容（高知県立大学看護学部） 

 三上 剛人（吉田学園医療歯科専門学校） 

 

14:50～16:20  教育企画  

医療教育における AR・VR の活用 

座長：三好 雅之（鳥取大学医学部） 

演者：田仲 浩平（東京工科大学医療保健学部臨床工学科） 

 

16:40～18:00  教育企画  

コロナ時代の教育研修 

座長：池上 敬一（三条しただ郷クリニック） 

演者：鈴木 克明（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） 
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会⻑講演 
 

組織の発展をリードする医療者の育成 

～人と組織の強みを活かす職場環境デザイン～ 
津嘉山 みどり 

医療法人おもと会 大浜第一病院 
         

本大会のテーマを「組織の発展をリードする医療者の育成」にした。環境変化に適応し、組織のミッシ

ョンを達成していくには、組織で働く職員が個人のもてる力を十分に発揮する必要がある。人材開発の視

点では、個人の能力開発に向けた取り組みがなされ、当学会においても「できる医療者になる」という個

人の学習目標を達成するために様々なセミナーやコースが開催されている。個人の成長が組織のミッショ

ンにつながっていくことを期待している。また、チームや部署、組織の成長・発展という組織開発の視点

からは、職員の行動に影響を与える職場環境への働きかけが重要である。能力の高い職員を集めても、必

ずしもチーム力が高まるわけではなく、成果が上がらないという経験をしてはいないだろうか。タレント

マネジメントだけでは限界がある。部署内でのチームワークを高めることや他部署との連携を良くするな

ど、職員間の「関係性の質」を改善することで、組織の成果を上げることが可能になる。成功循環プロセ

スでは、ビジョンを共有することや互いの信頼関係が構築できるような場をつくり、コミュニケーション

の質をよくすることで「関係性の質」を高め、そのことで「思考の質」が上がり、「行動の質」が高ま

り、「結果の質」も向上する。組織の成果を上げるには、「関係性の質」を高めるための職場環境のデザ

インが必要になる。 

また、本講演の副題を「人と組織の強みを活かす職場環境デザイン」とした。職員一人ひとりの能力を

チームや組織として機能させることのできる職場環境はどのようなものか。職員は、どのような仕事をし

たいと考え、どのような組織の姿を目指しているのか。組織が発展するには、それぞれの組織が大事にし

ている価値観を共有にすることが重要であり、人（職員）の強みを活かすこと、組織の強みを職員が認識

し、協力し合える職場環境であると捉えた。 

病院組織の発展に向けて、職員がお互いを尊重し、相互に学び合う場づくり、対話をもとに課題を解決

する職場環境づくりについて考える機会としたい。 

 

■略歴 

津嘉山 みどり（つかやま みどり） 

医療法人おもと会 大浜第一病院 副院長兼看護部長 

1984 年琉球大学保健学部保健学科卒業。1990 年琉球大学大学院医学部保健学研究科修士課程修了。 

1992 年医療法人おもと会 大浜第一病院に入職。総合健康管理センター看護科長、看護教育担当科長、 

法人本部統括副看護部長、おもと会教育研修センター副センター長を経て 2015 年より現職。看護倫理、

看護管理者・看護指導者研修、シミュレーション教育の研修等を院内外で幅広く担当。  
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招待講演 
  

組織開発とその実践者の育成 
 

中村 和彦 

南山大学 
 

 組織開発とは 

 組織開発とは、組織の中の人間的側面にも働きかけを行い、組織をよくする取り組みである。現在、多

くの日本企業が組織開発を導入しつつあり、人材開発の部署（人材開発室など）に組織開発の機能を加え

て、人材・組織開発室としている企業もある。 

 Warrick（2005）は、組織開発を「組織の健全性、効果性、自己革新力を高めるために、組織を理解

し、発達させ、変革していく、計画的で協働的な過程である」と定義している。その特徴としては、①組

織をシステムと捉えること（個人、対人間、グループ（チームや職場、部署）、グループ間、組織内とい

った様々なシステムのレベルで働きかける対象を見定め、相互影響を想定すること）、②様々なシステム

のレベルの人間的側面の発達（健全性、効果性、自己革新力の高まり）を促進すること、③当事者（クラ

イアント）が現状に気づき、協働を通してよくしていく取り組みであること（組織開発実践者はその支援

者であり伴走者）、が挙げられる。 

 組織開発には様々な手法や進め方があるが、当日は、アセスメント結果を用いた診断型組織開発の進め

方を中心に紹介していく。 

 

組織開発実践者の育成 

 組織開発実践者には、知識の理解、手法を実施するスキルのほか、人と人との間に起こるプロセスに対

して気づき、働きかけ、伴走型支援を行う力が必要とされる。組織開発実践者に必要とされる姿勢（態

度）である「プロセス・コンサルテーション」（Schein）と、実践者自身の気づきの力を活かす「use of 

self」（Nevis）について概説する予定である。また、組織開発実践者の育成プログラムを紹介させていた

だく。 

 

■略歴 

南山大学 人文学部 心理人間学科 教授。南山大学人間関係研究センター長。専門は組織開発、人間関

係トレーニング、グループ・ダイナミックス。 

北海道教育大学卒業。名古屋大学大学院教育学研究科博士後期課程満期退学、NTL 組織開発 certificate 

program 修了。大学での教育や研究の傍ら、組織開発実践者の育成トレーニングや企業での組織開発コン

サルティングに携わる。 

著書に『入門 組織開発』（光文社）、『組織開発の探究』（ダイヤモンド社）、『マンガでやさしくわ

かる組織開発』（日本能率協会マネジメントセンター）、訳書に『対話型組織開発』（英治出版）。 
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シンポジウム 
 

新しい教育へのチャレンジ コロナ時代の教育 

～With コロナで見えてきたオンライン教育の特徴と課題～ 

淺田 義和 

自治医科大学 

 

2020 年度は新型コロナウイルスの影響により多くの大学で授業・実習の中止やオンラインへの移行な

どが行われてきた。この中で、ICT 等を活用しての教育実践を行うにあたっては、同期・非同期などの運

用形式の特徴を踏まえ、かつ LMS（Learning Management System）や Web 会議システム等を適切に

活用することが求められてきた。さらに、授業全体の設計や運用環境についても考慮することが必要とな

った。 

例えば、座学等の講義形式であればオンデマンドでの動画配信や講義の中継配信など様々な対応が考え

られる。一方、単に教材を掲載するだけの教育では学習意欲の低下にもつながってしまうため、質疑応答

やフィードバックの手法などを検討することが必要となっていた。また、基礎医学や臨床での実習におい

ては、遠隔だけで実施するには限度がある。試験の実施に際しても、オンラインで実施する場合の監督方

法など多くの課題が存在している。この他、オンラインでの学習全般において、通信量の課題や学習に使

うデバイスの問題、授業等で活用する教材の著作権に関する問題、さらには学生・教員 1 人 1 人の情報リ

テラシーの差なども検討していかなければならない。 

これらのいずれの課題についても、本稿執筆時点で確実な解決策が存在しているわけではない。むし

ろ、いわば緊急避難的に対応措置が取られていた 2020 年度とは異なり、2021 年度以降は各教育機関にお

いて適切な判断のもと対応していくことが求められている。 

一方、様々な教育実践が行われる中で、教育の ICT 化が急速に進み、かつその特徴や課題が明らかに

なってきたと言える。例えば、LMS を使った教育においては種々の学習履歴が記録されることになるた

め、学習分析や教学 IR（Institutional Research）としての活用の可能性も広がっている。また、Web 会

議システムの普及についても、大学の授業だけでなく学会等の運営形式を見つめ直す機会につながってき

ている。 

これらの状況を鑑みて、本発表では 1 年間の教育体制を振り返り、ICT 活用教育に関する現状と課題を

整理したうえで、次年度以降、With / After コロナに向けての教育の展望と課題についてを論じる場とし

たい。 

 

■略歴 
東京大学工学系研究科 博士課程修了 博士（工学）（2010 年 3 月） 
自治医科大学 メディカルシミュレーションセンター 助教（2010 年 4 月）  
熊本大学大学院 博士前期課程修了 修士（教授システム学）（2015 年 3 月） 
自治医科大学 情報センターIR 部門 講師（2016 年 1 月）、現在に至る。 
 
日本ムードル協会 会長、日本シミュレーション医療教育学会 理事、学習分析学会 理事、 
日本医学教育学会 代議員、医療系 e ラーニング全国交流会 世話人、等。 
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シンポジウム 
 

新しい教育へのチャレンジ コロナ時代の教育 

～新しい教育へのチャレンジ コロナ時代の看護学教育～ 
 

大川 宣容 

高知県立大学 看護学部 
 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために、社会のあらゆる面での変革が加速度的に進んでいま

す。看護学教育は、講義―演習―実習を循環させながら学びを深化させ、学生が看護実践能力を獲得でき

るようにカリキュラムを設計し、学生の学びを支援してきました。しかし、新型コロナウイルス感染症の

感染拡大により世界は一変し、これまでのやり方を脇に置いて、原点に立ち返り、この授業で身につけて

欲しい力とは？この実習で身につけて欲しい力とは？を問い直し、方法を変更することを余儀なくされま

した。どの学校も 終学年の学生が卒業できるように、方法は違ったとしても能力として学生が獲得でき

ることを目指して取り組んだのではないでしょうか。 

看護は実践の科学です。コロナ禍で臨地実習ができなかったとしても、学生たちが、自分の力を信じ

て、看護を楽しみながら、生涯にわたり学び続けられるようにすることが我々の使命であると考えます。

本学においても、臨地でなければ学べないことに焦点化するといった検討のプロセスで、余計なモノがそ

ぎ落とされて、本質的な内容が残りました。どこで何をどのように学ぶかなど、それぞれの教員が真剣に

取り組み、学生の能力の獲得につながるように内容を洗練しました。受講する学生たちも能力獲得のため

に真剣に取り組み、また実習を受け入れてくださった臨地側の配慮もあり、学習成果につながったと考え

ます。 

コロナ禍で受けた恩恵は、看護学教育への ICT の活用です。LMS を効果的に活用することにより、経

験と勘だけに頼らず、ラーニング・データを活用して学生の学習プロセスを可視化することが可能になり

ました。このデータを活用して、議論していくことにより、組織として看護学教育の価値を創造していく

ことが可能になると考えます。看護学教育の本質は変わりませんが、テクノロジーを活用して、これまで

見えなかったプロセスを可視化することにより、効果的な学びをデザインしていくことが可能になるので

はないでしょうか。 

このシンポジウムで、参加者の皆さんと一緒に、新しい教育へのチャレンジについて考えることを楽し

みにしています。 

 

■略歴 

大川 宣容（オオカワ ノリミ） 

高知女子大学家政学部看護学科卒業  

千葉大学大学院看護学研究科博士前期課程修了 

高知県立大学大学院健康生活科学研究科博士後期課程修了 

兵庫県立成人病センター、高知赤十字病院などで看護師としての経験を経て、平成 10 年より高知女子大

学看護学部助手として看護学教育に携わり、現在は高知県立大学看護学部教授。 
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シンポジウム 
 

新しい教育へのチャレンジ コロナ時代の教育 

～3 年制救急救命士養成校の立場から～ 
 

三上 剛人 

吉田学園医療歯科専門学校救急救命学科 
 

【はじめに】 

 この抄録を書いている「今」は新型コロナ感染者数が過去 高を更新し続けている。いよいよ本格的な

「ほぼ遠隔授業」の毎日が始まり、学生が集団登校できない中での私たちの取り組みを報告する。 

【教育環境】 

全学生に google アカウントを付与し、google のプラットフォーム(G Suite for Education)を使い、クラ

ス管理は classroom 機能、オンライン授業は meet を利用している。学内 WIFI 環境も通信速度が格段に

速いものが導入され ICT インフラ整備がなされた。学生はスマホ＋PC かタブレットを所有し、ほとんど

の学生が制限の不自由もなく ICT を使える環境が整った。 

【授業設計の見直し】 

 しかし、環境が整っても 90 分しゃべり倒すオンライン授業が散見され、いままでの授業を再設計する

必要性にようやく気づく機会となった。 

 実技科目を主に動画教材（360°カメラを含む）に代替えしてみたところ、今まで以上の効率的な授業

になった。また、グループで行っていた実習ができなくなったため、個人スキルの完成度を上げることに

シフトした。しかし、モデリングが欠如してしまう可能性が顕在化していた。そこでテクノロジーを用い

た自己モデリングに着目した。コロナの収束が見えないこれから先の学習を考え、自学自修を目指してい

ける学習者の育成が不可欠と判断し、自己モデリング型の授業設計に取り組むことにした。 

【新たな学外臨地実習】 

 学外臨地実習が十分できない中、遠隔会議システムを使い消防庁舎の内覧や地域特性の説明を受ける機

会を作った。今までは、実習先は一人が一つの消防本部にしか赴けなかったが、いくつもの消防本部から

情報を得ることができるようになり、就職先を選ぶ学生には有益な情報となったと感じている。また、病

院での実習の時間も減ったが、meet での事例検討を毎日４時間にわたり繰り返すことで学生たちの医学

的な知識は補完できたことをディスカッションの会話から観察することができた。 

【学生とのつながり】 

 課題の提出状況、オンライン授業での発言などの情報から今まで以上に個別対応に心がけ、気になる学

生には積極的に面談の機会を持つようにした。また、ランチタイムにオンラインサロンを開催し、たわい

もない話でコミュニケーションをとるように努めた。 

以上４点を中心に報告する。 

 

■略歴 

三上剛人（みかみ たけひと）職種：看護師・救急救命士 

臨床経験：市立札幌病院救命救急センターで 16 年 

教育経験：吉田学園医療歯科専門学校救急救命学科で 13 年（現所属） 
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教育企画（WEB 講演） 
 

医療教育における AR・VR の活用 

 
田仲 浩平 

東京工科大学医療保健学部臨床工学科 
 

ウィズコロナ時代の医療教育分野では教材としての AR/VR 技術の応用が期待されている。一般的に、

AR は現実空間上へ画像等を重ね合わせる技術として知られており、VR は専用ゴーグルの装着により仮

想空間内への没入感を得られることから、ゲーム等で広く利用されている技術である。 

近年、産業分野での活用に向けた試用も開始されており、一例としては、国内では企業向けの設備の AR

グラスによる保守作業支援、また VR については、医師向けの手術支援領域で実証試験が始まっている。 

医療教育分野では、今まで対面中心であった演習・実習に代わる新しい教材の必要性が議論されてきて

おり、この代替及び補完策として AR/VR 技術の応用が検討されている。 

東京工科大学では、いち早く 2015 年から医療分野として医療事故防止を目的とした医療従事者支援用の

医療 AR システムの研究開発を行ってきた。医療 AR のプロトタイプは、コンシューマー用のスマートグ

ラスに、企業の生産ライン用に開発された耐騒音音声認識アプリケーション(NEC:VoiceDo)を、専用に移

植したものである。他の AR グラスやスマートグラスと異なり、全ての切替制御を全て音声コントロール

だけで行うため、手と目が離せない状況下でも必要な情報をハンズフリーで呼び出し・確認することがで

きる。 

一方、医療 VR については、2017 年から学内の演習や実習に代わる新しい医療系学生の導入教材とし

て試験的に CG シミュレータの開発を行ってきた。医療 VR では、手術室を CG で再現し、室内を自由に

移動することでその雰囲気を体験しつつ、現実空間に設置された操作卓から仮想空間の医療機器の操作を

行うことができる。 

現状、AR の課題は、医療教育や医療現場で活用できる 適な AR グラスがまだ存在しないことであ

る。今後は、医工連携による専門職に適した AR グラスの開発と、作業時の技術精度を画像 A.I で評価で

きる機能追加を目指している。 

VR の課題はインタラクションの充実と考えている。本学の医療 VR は、操作者の応答性などの技量を定

量的に評価できる機能を新たに追加したことで、インタラクション性が向上し、医療教育での活用が広が

るものと考えられる。今後、医療 VR は、学生が自宅から技術練習を可能とするオンライン化を進めてい

く方針である。 

 

■略歴 

田仲 浩平（たなかこうへい）1962 年 4 月 福岡生まれ 

[学歴] 

2007 年 3 月 九州工業大学大学院 生命体工学研究科 生体機能専攻 修了 修士（工学） 

2013 年 3 月 徳島大学大学院 機械創造 知的力学システム工学専攻 博士（工学） 

[職歴] 

1981 年 4 月 産業医科大学病院に入職 医療技術職（83 年から臨床工学技士資格）として勤務 

2007 年 3 月 産業医科大学病院 退職（臨床工学科立ち上げのため） 
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2007 年 4 月 徳島文理大学工学部 臨床工学科の教授として着任 

2009 年 4 月 徳島文理大学 理工学部・保健医療学部 臨床工学科学科長に着任 

2009 年 3 月 徳島文理大学 退職（医療工学科立ち上げのため） 

2013 年 4 月 純真学園大学保健医療学部 医療工学科 教授・学科長として着任 

2013 年 8 月 純真学園大学 退職（臨床工学科運営支援のため） 

2014 年 9 月 東京工科大学医療保健学部臨床工学科 教授として現在に至る 

2018 年 4 月 東京工科大学 医療保健学部臨床工学科 教授・学科長 現在に至る 

[専門分野] 

医療機器安全、医用工学、医療機器開発、XR による医療支援，VR による CG シミュレータの開発 

[特許等] 

2013 年 11 月 超音波診断装置のフローファントム用疑似血液（2013-235094）共同 

2017 年 2 月 情報提供システム、情報供給装置、情報提供方法及び情報提供プログラム(2017-025088)単

独 

[研究資金] 

2008 年～2010 年 科学研究費補助金 基盤研究(B)「動特性試験による人工心臓用血液ポンプ の信頼性

評 

価」代表 

2015/04～2018/03「FFT 法と領域法を組み合わせた DNA ploidy 解析によるがん診断法の研究」 基盤

研究 

（C) 分担 

2020/04～2024/03「医療事故ゼロを目指す近未来の医療データセレクションアクティブセーフティーアシ

スト」基盤 

研究(C)代表 

[資格等] 

1984 年 8 月 第二種 ME 技術者、1988 年 12 月 臨床工学技士免許 

[所属学会] 

日本医療安全学会（理事）、日本医療機器学会（代議員）、日本医工学治療学会（評議員）、日本生体 

医工学会、日本機械学会、日本コンピュータ外科学会、日本人工臓器学会、日本臨床工学技士会 

[受賞] 

第 27 回日本呼吸療法医学会 学会奨励賞、計測自動制御システムインテグレーション 2016 優秀講演

賞、 

第 56 回日本人工臓器学会萌芽研究ポスター部門優秀賞 

[その他] 

2018 年より文部科学省大学設置審査分科会専門委員 現在に至る 
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教育企画 
 

コロナ時代の教育研修 

 
鈴木 克明 

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 
 

コロナ時代の教育研修をコロナ以前に戻してはいけない。コロナ禍の経験をもとにワンランク上を目指

して教育研修の何をどう変えるかを考えて、それを実行に移すチャンスである。今ならば、これまでの惰

性から抜け出して、新しいことを始められるからである。 

 

 本講演では、コロナ時代の教育研修でも従来からインストラクショナルデザイン（ID）が強調してきた

効果・効率・魅力を高めることが重要であることを確認し、そのためには教育研修の目的と評価と方法を

合致させることが不可欠であること（すなわち ID の根幹であるメーガーの 3 つの質問）、そして「お勉

強」に留まらない職務上の行動に直結する教育研修（すなわちカークパトリックのレベル２とレベル３を

つなげること）がますます求められていることを再確認する。コロナ時代にも変わらずにお勧めする ID

理論としてメリルの ID の第一原理を紹介し、職務上の行動変容や組織開発につなげる教育研修実現への

アプローチとして『研修設計マニュアル』で採用されている「逆三角形設計モデル」を解説する。 

 

 上記に加えて、遠隔教育理論からサイモンソンの同価値理論とムーアの交流距離理論を解説し、コロナ

時代の教育研修をデザインする際にどのように活用することができそうかを展望する。同価値理論は、対

面教育の今までのやり方をできるだけ忠実にオンライン化することを目指すのではなく、異なる形を採用

することで同等の価値の実現を目指すべきだとするものである。ここからの帰結は、リアルタイム（同期

型）での配信ではなく、オンデマンド（非同期型）の要素を組み合わせることで、オンラインならではの

メリットを対面教育に加えることになる。交流距離理論は、遠隔教育の「距離」は物理的距離ではなく心

理的な距離であると捉える発想の転換を促したものである。ここからの帰結は、あらかじめ仕込んでおく

構造と教育研修中の対話で学び手を支援する「足場かけ」の量を徐々に減らすことで、学び手の自律性を

高めるデザインである。 

 

■略歴 

鈴木克明（すずきかつあき） 

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 

本学会副代表理事・学会誌『医療職の能力開発』副編集長・教授システム開発委員会委員長 

国際基督教大学教養学部卒、米国フロリダ州立大学大学院修了、Ph.D（教授システム学） 

東北学院大学教養学部、岩手県立大学ソフトウェア情報学部を経て、2006 年より熊本大学大学院教授シ

ステム学専攻教授・専攻長 

主著に『教材設計マニュアル』、『研修設計マニュアル』、『学習設計マニュアル』（共編著）、『職業

人教育と教育工学』（共編著）『学習者中心の教育を実現するためのインストラクショナルデザイン理論

とモデル 』（監訳）などがある。 
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第 13 回日本医療教授システム学会総会・学術集会 

プログラム 

 

 第 2 会場  

 ３月２５日(木) 

 
13:00～14:30  教育講演 

初めての医療インストラクショナルデザイン 

座長：岩本 由美（広島文化学園大学大学院 看護学研究科） 

演者：池上 敬一（三条しただ郷クリニック） 

 

14:50～16:20  教育企画 

看護管理者を育てる、育つしくみ 

演者：津嘉山 みどり（医療法人おもと会 大浜第一病院） 

 浅香 えみ子（東京医科歯科大学医学部附属病院） 

  発表者：喜井 なおみ（三豊総合病院） 

 ：川渕 洋志（医療法人須崎会高陵病院） 
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教育講演 
 

初めての医療インストラクショナルデザイン 

一次救命処置の学び方のデザインを例に 
池上 敬一 

三条しただ郷クリニック 
 

この教育講演では「医療実践の中で一次救命処置ができる」能力の学び方を医療インストラクショナル

デザイン（医療 ID）でデザインするプロセスと具体的な教材を示し、医療 ID の考え方と方法論について

紹介いたします。 

 「医療実践の中で一次救命処置ができる」能力の学習ゴールは、①学習者が日常的に行う医療実践（看

護師は看護実践）の中で患者の病状から心停止を予測し、②そのつもりで患者の観察を行い、③意識がな

いと判断したらすぐに BLS 評価を行い、④心停止であれば一次救命処置を開始するというパフォーマン

スができることになります。 

 ①から④の能力の３つのレイヤーで学びます。 初は認知能力を組立て（メンタル・クラフティング）

次に認知能力の上に動作を組立て（フィジカル・クラフティング）、そして 後に「医療実践の中で一次

救命処置ができる」、すなわち仕事の一部として組立てます（ジョブ・クラフティング）。 

 医療実践のデザインには Goal-Oriented Learning Design Method（GOLD メソッド）を用い、医療実

践の学習活動は Goal-Oriented Learning & Development Method（GOLD メソッド）を用います。医療

ID これら二つの GOLD メソッド（ゴールド・メソッドと総称）で構成されていると考えると医療 ID の

学びと実践が効果的・効率的・魅力的に行えます。 

 

■略歴 

池上敬一 三条しただ郷クリニック院長 日本医療教授システム学会代表理事 

1981 -1982 年 大阪府立千里救命救急センター（現、大阪府済生会千里病院救命救急センター）、 

大阪大学医学部附属病院特殊救急部（現、大阪大学病院高度救命救急センター）で研修 

1982 -1984 年 国立東静病院外科（現、独立行政法人国立病院機構静岡医療センター）で外科研修 

1984 -1985 年 済生会神奈川県病院外科で外科・救急外科研修 

1985 -1988 年 大阪大学医学部附属病院特殊救急部 

1988 年 医学博士（大阪大学） 

1988 -1998 年 杏林大学医学部救急医学 

1993 -1995 年 ハーバード大学医学部外科・ベスイスラエル病院留学 

1998 -2016 年 獨協医科大学越谷病院救急医療科・救命救急センター 

1998 年 同上助教授 

1999 年 同上教授 

2001 年 同上救命救急センター長 

2016 -2017 年 医療法人社団 悠翔会 越谷クリニック（訪問診療） 

2017 -2019 年 医療法人社団 青葉会 一橋病院（訪問診療、総合診療、救急診療） 

2019 年 7 月 三条しただ郷クリニック開業 

 



24 
 

【著書】 

『急変させない患者観察テクニック』（羊土社） 

『救急活動シミュレーション学習―受講者と指導者,通信指令員のためのワークブック』（真興交易社） 

『スクリプトで学ぶ救急活動プロトコール―優れた台本に従えば自然にレベルアップできる画期的な学習

法』（真興交易社） 

『患者急変対応コース for Nurses』（中山書店） 

   



25 
 

教育企画 
 

看護管理者を育てる、育つしくみ 

事例検討：クリティカル・リフレクションからジョブ・クラフティングへ 

津嘉山 みどり１）浅香 えみ子２） 
1）医療法人おもと会 大浜第一病院 看護部 

2）東京医科歯科大学医学部附属病院 看護部 
 

JSISH では、組織的な人材育成を統括する Chief Learning Office（CLO）の育成に着手したが、日本

の病院組織における看護部門の体制には受け入れにくい体制があることに気づいた。人材育成は一般的に

看護管理者の役割として行われていることから、そのキーパーソンである管理者の育成を目指し、育て

る・育つしくみを検討している。 

管理者である自身の経験を振り返り、思考・判断の前提を問い直すクリティカル・リフレクションと、

仕事の現状を可視化し再構築するジョブ・クラフティングを自らの行動に転移する学習システムの構築を

進めている。現状の問題や課題を捉え、解決行動に至るジョブ・クラフティングまでの思考が可視化でき

るように「現状把握」「テクニカル・リフレクション」「ダブルループによる成果・行動・前提」「クリ

ティカル・リフレクション」「ジョブ・クラフティング①認知②人間関係③タスク」を記述するジョブ・

クラフティングシートを作成してきた。ジョブ・クラフティングシートへの記述を通して、経験を外化

し、自己認識の変容から仕事の成果を生み出す行動計画への流れが促進されることを期待している。 

第 11 回・第 12 回 JSISH 総会・学術集会において本セミナーを開催した。今回は本取り組みの概要説

明のあと、2 名の管理者がクリティカル・リフレクションとジョブ・クラフティングを取り入れた活用事

例の報告を行う。 

 

 

 

■略歴 
浅香 えみ子 

東京医科歯科大学医学部附属病院 病院長補佐・看護部長 

経済学士（法政大）、看護学修士（東京女子医大）、医学博士（富山大） 

救急看護認定看護師、認定看護管理者 

日本医療教授システム学会副代表理事、日本救急看護学会理事、日本看護シミュレ

ーションラーニング学会理事 
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第 13 回日本医療教授システム学会総会・学術集会 

プログラム 

 

 第 3 会場  

 ３月２５日(木) 

 
14:50～16:20   ISD 事例検討 1 

座長：河村 宜克（山口労災病院）  

コメンテーター：平岡 斉士（熊本大学教授システム学研究センター） 

 鈴木 克明（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） 

 

演者：宮道 亮輔（東京慈恵会医科大学 救急医学講座） 

岩﨑 景子（東京ベイ・浦安市川医療センター） 

青木 太郎（日本 BLS 協会） 

 
16:40～18:00  ワークショップ  

アイスブレイク 

演者： 

三科 志穂 (神戸大学医学部附属病院 看護部) 

内藤 知佐子（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 生活習慣病看護学分野) 
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事例検討 1 医学部・看護学部 1 年⽣に対する⾃作マネキンを使⽤した遠隔同期型 CPR 実習の効果 
〇宮道 亮輔 1）、万代 康弘 1）、挾間 しのぶ 2）、武田 聡 1） 

1）東京慈恵会医科大学 救急医学講座、2）東京慈恵会医科大学 教育センター 
【背景】 

院外心停止（OHCA）からの蘇生は世界的な関心事であり、バイスタンダーによる心肺蘇生（CPR）は、OHCA 後の生

存率を高める要因の一つである。 

我々は毎年、医学部や看護学部の 1 年生に CPR 実習を行ってきた。しかし、今年は世界的なパンデミックが発生したため

対面式の実習が制限され、従来の対面実習は中止となった。 

我々は遠隔実習を企画したが、170 名以上の学生にマネキンを送ることは困難だった。そのため、学生に各自で手作りのマ

ネキンを作成してもらい遠隔同期実習を開催した。 

【目的】 

遠隔同期実習と従来の対面（同期）実習の効果を比較することである。 

【方法】 

東京慈恵会医科大学の医学部と看護学部の 1 年生約 170 人に対して、2016 年から 2020 年に行った心肺蘇生の教育実践

を後ろ向きに解析した。 

各年共通の項目は、実習前の e ラーニング終了を義務付けたこと、実習は 90 分間で解説ビデオを観ながら CPR や AED を

練習したことである。 

2016 年～2019 年は対面同期実習をおこなった。学生は 1 人 1 つの簡易マネキンと模擬 AED を使用した。学生 10 人に対

して 1 人のインストラクターが、目視で適切な深さや速さを達成したことを確認して研修を終了した。 

2020 年は Zoom を使って遠隔同期実習をおこなった。マネキンや AED は教員の指示のもと学生が手作りで用意した。ま

た胸骨圧迫の速度を表示するアプリケーションを使用した。1 名のインストラクターが全体の進行とスキルのフィードバッ

クを担当し、学生が適切な速度を達成したことを確認して研修を終了した。 

実習後、参加者全員にアンケート調査をおこなった。 

【結果】 

実習参加率は、2016 年から 2019 年は 100%だったが、2020 年は約 95%だった。 

3 年以内の CPR や AED 講習の受講率は例年 50-70%でほぼ横ばいだったが、実習前にそれぞれの内容について自信をもっ

てできると回答した学生は 20%に満たなかった。 

2020 年の遠隔実習では、スマートフォンやパソコンを使用して Wi-Fi で接続した学生が 95%を占めた。約 10%の学生がア

プリケーションをインストールできなかった。 

実習前に自信をもって心肺蘇生や AED を使用できなかった学生の実習後の自己評価について、2020 年と 2019 年以前とを

比較した。医学生が心肺蘇生や AED のスキルを、看護学生が心肺蘇生のスキルを「自信をもってできるか」は有意な差を

認めなかったが、看護学生が AED のスキルを「自信をもってできるか」については、有意な差を認めた。 

実習の満足度は、医学生も看護学生も 2016-2019 年と 2020 年とで有意な差を認めた。学生のコメントとして、「自分で用

意した模擬マネキンだと圧迫の強さや深さが不明確」、「対面で個人に対してフィードバックしてほしかった」、「人数が

多かったためか回線が重かった」などがあげられた。 

【考察】 

本研究は、150 名以上の学習者を対象とした遠隔同期型心肺蘇生教育の効果を明らかにした初めての研究である。 

これまでの研究では、遠隔 CPR 訓練は自己訓練式の動画を使用して非同期で行っていた。しかし本研究では、大学 1 年生

を対象としていたことから同期型訓練を行った。その結果、学生から「学生や教員の顔を見ることができて良かった。」

「他の人が実習している画像も見られて良かった」というコメントが得られた一方で、「同期の必要はない」というコメン

トは得られなかった。この結果には、パンデミックの影響で入学以来遠隔授業しか受けてこなかった学生の心理的ストレス

も関係している可能性がある。医学生・看護学生として臨床現場に近い形の早期体験実習にもつながることから、特に大学

1 年生の実習は同期形式で行う意味はあると考える。 

本研究の限界は、Kirkpatrick のレベル 3 を臨床現場で評価できていないこと、胸骨圧迫の深さの評価が動画を通したイン

ストラクターの主観だったこと、アプリケーションの不具合があったこと、過去に比べて不参加者が多かったことである。 

【結語】 

医学部・看護学部 1 年生に対する自作のマネキンを使用した遠隔同期 CPR 実習は、例年と遜色ない効果が得られた。パ

ンデミック下の学生の心理状況を考慮すると、新入生に対する同期型式の実習は有効と考えられた。 
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事例検討 1 クリニカルラダー研修を通しての⼀考察 
〇岩﨑 景子 

東京ベイ・浦安市川医療センター 

【背景】 

当院は、研修や委員会で病棟を離れることが「もったいない時間」となっていた。研修や委員会は実務とは離れたものと

認識されていた懸念がある。しかし、看護部委員会は 7 つあり、そのほかにも院内全体の委員会は 50 程度ある。毎月行わ

れている委員会は少なくとも 30 以上あり、ひと月に委員会がない日がないということになる。忙しい中で、さらに研修を

行い、委員会を行っているとどうしても時間外勤務が増えているという現状があった。しかし、委員会での時間が有意義で

はないと感じているスタッフも少なくない。そのため、この委員会を有意義にする意味も含めると、研修の講師担当をする

ことで自分が委員会の役員としての役割が見えてくるスタッフが増えるのではないかと考えた。そのため、今年の取り組み

は、委員がすべての研修に関わることを目標とし、一定の効果を得たため報告する。 

【目的】 

クリニカルラダーに沿った学習スタイルの構築と教育力向上のためのシステム作りを目的にした。 

【方法】 

１）研修に関するマトリクスの作成を前年度に行い、クリニカルラダーレベルで目標となる研修を明確にした。 

２）参加希望者はできる限り自薦とした。 

３）各講師は委員会の委員長を中心に関連委員会で担当することにした。 

【結果】 

感染制御、医療安全、看護過程、看護実践、地域包括ケア、看護倫理、フィジカルアセスメント、褥瘡創傷ケア、キャリ

アデザイン、マネジメントの 11 項目について、ニーズ分析を行い、年間で網羅すべき研修プログラムを設計した。さら

に、これはすべての項目を共通してクリニカルラダーのレベルに伴って上昇できるようにした。この点を明確に提示した。

今までは研修参加者は、師長の推薦で参加していたが、すべての研修を自薦としたため、研修への関心度は高く意欲的な参

加者が増えた。これは、研修に対してのニーズが明確になり、講師としての目標設定が明確になった。 

さらに講師は各委員会に依頼し、研修の目標設定は教育委員会が行ったが、講師は各委員会の委員長をはじめ担当者が行な

った。この効果は、教育力向上の機会となるように動機づけの一つとした。また、何のために委員会が活動をしているかが

明確になっていない職員にとっては、やりがいにつながっていた。特に初めて講師として実施するスタッフからは、「自分

が受けていたのは、講義ばっかりだったからそのように準備したけど、それは e-ラーニングでよかったんだ。もっとみんな

で集まらないとできない時間にしないといけない」といった意見が聞かれた。 

【考察】 

人に教えるということの難しさや楽しさは、やってみる体験が大きく影響することが改めて明確になった。 

看護師は、患者にとって安全で安心な環境の提供のために日々様々な学習を必要とされている。たくさんのルールに縛ら

れ、記録を書き、患者の身の回りの世話をし、医師とコミュニケーションをとっている。その中で、何が必要な知識や技術

なのかわからなくなることが否めない。それをうまく回すために、学習する機会を必須としている。その効果が効果的でな

い限り、看護師としての動機付けにもならない。今回の取り組みは、教える側も教えられる側も、ともに学習者中心の相互

に影響し合えるシステム作りにつながったと考える。 

【まとめ】 

１）今回の取り組みは、様々な学習方法や教授方法を使った。 

２）成長できる教育環境の一つのゴール設定としてクリニカルラダーを目安にした研修設計となった。 

３）今後は、研修転移がなされているかを評価し、研修内容のブラッシュアップをしていく必要がある。 
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事例検討１ ⾮医療施設で病児保育に従事する看護職・保育⼠における CPR 知識の調査 
〇青木 太郎 

日本 BLS 協会 
【背景】 

アメリカ心臓協会の医療職向け心肺蘇生法プログラムが本邦に紹介されてから 20 年ほど経つ。この間、医療教育の現場

では主に医師・看護師を対象に、数多くの制定プログラムが実施されてきた。しかしその受講生は大学病院や大手総合病院

などの職員が多く、小規模の医療施設などではその開催頻度が低くその知識がどの程度普及しているか不明である。 

東京都福祉保健局では都内に拠点を有する病児保育施設の職員を対象に研修会を実施している。筆者の所属機関である日

本 BLS 協会は、当該施設の職員約 70 名に対して、市民向け心肺蘇生法トレーニングを実施した。教材にはアメリカ心臓協

会(以下 AHA)が作成した非対応義務者(一般市民)向け心肺蘇生法トレーニング DVD を利用した。同教材はインストラクショ

ナルデザインの見地から見て高い完成度を持っている。 

病児保育の現場は医療現場とはスタッフの体制・質共に大きく異なり、系統だった急変対応教育が行われているとは必ず

しも言えない。当該現場でのスタッフの心停止対応法についての自信、知識、技術が明らかになれば、今後の課題を抽出す

ることが出来る。 

【方法】 

事前学習: 2019 年 9 月 1日～9月 27 日 

eLearning で事前学習と筆記テスト（設問数 10 問）を実施し、知識の習得・確認を行った。事前学習の参加は任意とし

た。 

日時:2019 年 9 月 29 日(日) 

場所:東京都福祉保健局 

受講生: 病児保育所勤務者 69 名(看護師 12 名、保育士 52 名、その他 5名) 

教材:ファミリー&フレンズ CPR ビデオ(AHA 作成) 

調査は、講習実施前と実施後に受講生に対して質問紙法によりおこなった。質問は講習会の前後を通じて満足度がどの程

度向上したかを測る内容とした(カークパトリック評価法レベル 1:反応)。解答は 5 点法とした。 

質問紙の内容は以下の通りである。 

質問紙の内容: 

1.これまで、蘇生に関するニュースなど興味・関心を持って見ていた。 

2.人形相手なら心肺蘇生法が正しく実施できそう。 

3.人形相手なら AED が正しく利用できそう。 

4.人間相手にでも心肺蘇生法が正しく実施できそう。 

5.人間相手にでも AED が正しく利用できそう。 

6.有料(または医療職向け)の講習会を受けてみたい。 

【結果】 

満足度(反応)について、受講前と受講後で 6項目中 4 項目について満足度が上がる傾向があった。そのため、対応のある

t検定をおこなったところ有意差(p<0.01)あった。 

【考察】 

米国の心肺蘇生法トレーニングを国内の病児保育従事者に実施し、その研修の効果をカークパトリック評価法レベルに基

づきレベル 1 を計測したところ、学習後にスコアが上昇した。今後は、レベル２以降の調査を実施したい。 
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ワークショップ 
アイスブレイク 

こんな時代だからこそアイスブレイクを取り入れて学びを活性化させよう！ 

三科 志穂１），内藤 知佐子２） 

1)神戸大学医学部附属病院 看護部 
2）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 生活習慣病看護学分野 研究員 

 

皆さんは、授業や研修のなかでアイスブレイクを取り入れていますか？ 

 アイスブレイクとは、一般的に「氷を解かす」イメージで、集まった人たちの緊張をほぐすためのコミ

ュニケーションの技術です。授業や研修に積極的にかかわってもらえるように教授（指導）者も学習者も

ともに取り組み、互いの心と身体を整えます。アイスブレイクの目的は、主に３つあります。➀自己紹介

と自己開示です。緊張をほぐし、互いを理解することがねらいです。②つめの目的は、協同学習です。動

機付けを行い、集中を高め、チームビルディングに繋いでいきます。③つめの目的は、テーマや課題の共

有です。これから学ぶ内容や、それに関連した話題提供を行い、学ぶ態勢を整えていきます。 

 現在は、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の流行のため、授業や研修形態が集合からオンライ

ンに変化しています。3 蜜（密閉・密集・密接）を避けてできるアイスブレイクにはどのようなものがあ

るでしょうか。このセッションでは、オンラインでできるアイスブレイク、対面でも密接を避けてできる

アイスブレイクを体験しながら、皆さんとアイディアを共有します。ぜひ一緒にワクワクのアイスブレイ

クを体験しましょう！ 

＜ご参加をご検討されている皆さまへ＞ 

日頃の教育活動を振り返りながら、下記の事前チェックを実施してみましょう。 

一つでも該当する方は、参加する価値ありです。 

＊事前チェック＊ 

□ アイスブレイクって何？ 

□ アイスブレイクを体験してみたい！ 

□ オンラインでできるアイスブレイクが知りたい 

□ 3 蜜（密閉・密集・密接）の密接を避けてできるアイスブレイクが知りたい 

□ 自身が考えたアイスブレイクを試したい 
 
■略歴 
三科  志穂 ：神戸大学医学部附属病院 看護実践・教育開発センター看護師 

 健和高等看護学院卒業後、NICU・救命センターなどで勤務 
 2008 年救急看護認定看護師資格取得。 
 2020 年 4 月より現職 

内藤 知佐子：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 
生活習慣病看護学分野 研究員。 
1999 年国際医療福祉大保健学部看護学科卒後、東京大学医学部附

属病院勤務。 
2004 年新潟県立看護大大学院助手。 
2008 年同大学院看護学修士課程修了。同年より京都大学医学部附

属病院看護部管理室に勤務し教育担当。 
2010 年より同病院内の総合臨床教育・研修センターに助教として

着任。2020 年１月より現職。  



31 
 

第 13 回日本医療教授システム学会総会・学術集会 

プログラム 
 

 

 第 1 会場  

 ３月２６日(金) 
9：20～10：50   シンポジウム 

看護管理者が取り組む組織開発 

座長：浅香 えみ子（東京医科歯科大学医学部附属病院） 

  ：津嘉山 みどり（大浜第一病院） 

演者：佐久間 あゆみ（東京都済生会向島病院） 

 河邉 紅美（小牧市民病院） 

 岩﨑 景子（東京ベイ・浦安市川医療センター） 

 
13:00～14:30  教育企画 

看護基礎教育から継続教育につながるゴールド・メソッド 

座長：瀬川 久江（国立病院機構呉医療センター） 

演者：岡本 華枝（横浜創英大学） 

 鈴木 克明 (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) 

 

 

14：50～16：20  教育講演 

COVID-19 時代に個人と組織の発達を支える医療学習システム 

座長：鈴木 克明（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） 

演者：池上 敬一（三条しただ郷クリニック） 
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シンポジウム 
 

看護管理者が取り組む組織開発 

経験と行動特性を活かした看護管理者の育成 

～初めましてから、よき理解者への道～ 

佐久間 あゆみ 

東京都済生会向島病院  
 

【背景】 

東京都済生会向島病院は昭和 23 年 20 床の病院として設立、現在は 102 床の地域の“かかりつけ病院”

としての役割を担っている。平成 27（2015）年 4 月、看護部長として着任、託されたのは「患者安全と

看護の質向上もさることながら、臨床の看護師と看護管理者の育成をしてほしい」であった。看護師は

66 名、うち看護管理者（師長・主任）9 名。実践では問題は口にするが解決には至っていなかった。本発

表では看護管理者への関わりを中心に報告する。 

【目的】 

病院の機能、果たすべき役割を牽引できる看護管理者を育成する。 

【方法】 

現状把握のため看護管理者（以下、管理者）・医師から聞き取り、実践の場から課題を抽出。看護部とし

てのあるべき姿を設定、表面化している課題の整理。課題解決には管理者としてのパフォーマンスが重要

と考え、管理者のスキルを可視化するため「看護管理に活かすコンピテンシー」（東京大学医学部附属病

院看護部ら著，2014）を活用し、年に 2 回評価、個人面接を計画した。 

【結果】 

抽出された課題は看護ケアから育成システムに至るまで多岐に渡った。管理者は、管理に関する学習歴は

あったが問題解決に至っていなかった。要因として、知識と実践に乖離が考えられた。実際に評価では

「企画実行力」「影響力」は期待されるラインを超えていたが他は及んでいなかった。そこで管理者とし

て果たすべき役割・視点・判断の根拠を盛り込み、解決策を引き出しながら知識と実践の紐付けを実施。

その結果、師長は「管理者としての特性」「チーム運営力」を中心に 25 項目中 8 項目が向上。主任は偏

りなく 17 項目が向上。実際の行動では、問題の回答を待つのではなく、病院の役割からあるべき姿を設

定し改善策を検討する行動へ変化した。 

【考察】 

管理者が発揮すべきパフォーマンスを明確にし、学びや経験の上書きではなく個々の行動や思考の癖に合

わせ弱みを穴埋めし成功へ導くことで、次の主体的な行動を引き出せたと考えている。コルブの経験学習

モデルに置き換えると経験と学びの結びつけは「概念化」、判断の根拠や方法の支援は「試行」を後押し

したと考えている。本実践から、管理者としての経験や学びをベースに「省察」以降の過程を個人に委ね

過ぎると、学びと経験の乖離が起き易いのではないかと考えている。 

【結語】 

看護管理者の行動の癖に合わせ日常的に行った経験と学びの紐付けは、組織課題に主体的に関わる看護管

理者の育成に繋がった。 
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■略歴 

氏名：佐久間 あゆみ  生まれ：石川県 

現職：東京都済生会向島病院 看護部長 

学歴 

1995 年 3 月 愛知県立総合看護専門学校 卒業 

       看護師資格取得 

2011 年 3 月 放送大学 教養学部 心理と教育コース 卒業 

2017 年 3 月 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  

       博士前期課程 修了（修士） 

職歴 

1995 年 4 月 愛知県済生会病院 

2002 年 7 月 社会医療法人愛生会総合上飯田第一病院 

2002 年 12 月 愛知県済生会病院 

2009 年 4 月 杏嶺会一宮西病院 看護師長（2011～2012 年の 1 年間 渡英にて不在） 

2015 年 4 月 東京都済生会向島病院 看護部長 

 

 

 看護管理者が取り組む組織開発 
看護実践能力を高める効果的な振り返りの実践と 

病院職員全員で取り組む接遇実践力向上 

河邉 紅美 

小牧市民病院 
 

組織開発とは、「職場や組織の人間的側面に着目した働きかけ」（中村、2019）である。つまり、職場

で起こっている目に見えない人間的側面に目を向けて、現状に気づき、良くしていく取り組みが組織開発

である。病院という組織においては、医師、看護師、薬剤師、放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技

士、栄養士、事務職員など数多くの職種が働いている、まさに、患者が安全で適切な治療が受けられるよ

うに、多職種が協働して医療の提供を行っている組織である。そんな中看護師は、病院で一番数多く働い

ている職種である。また、看護師は、24 時間いちばん患者のそばにいて、安全で安心な医療提供を心掛

けている。そのため、病院という組織が、もっと良くなっていくためには、看護師の力は大きいと考え

る。私は、組織開発に繋がる大きな 2 つの取り組みを行った。 

一つ目として看護管理者である私は、患者さんにとって、安全・安楽に看護を提供できるようになるた

めには、知識・技術・態度を習得し、日々高めていくことが大切であると考えている。そのためには、

OJT（On the Job Training）といわれる職場内教育（以下 OJT）が重要である。OJT では、教える人が一

方的に教えるのではなく、“教え、教えられ”ながら「共に学び、共に育つ」ことが大切である。「共に

学び、共に育つ」ために始めたことは、OJT において効果的な振り返りを行うことである。自施設では、

何年かかけて、「共に学び、共に育つ」環境作りに取り組んできた。 

二つ目は、多職種協働で行った接遇実践力向上への取り組みである。患者に選ばれる病院になるために

は、患者と医療者のお互いが同じ目線に立ち、良いパートナーシップを構築することが重要である。その

ためには、挨拶や言葉遣いといった基本的なことが欠かせない。しかしながら、自施設の患者満足度調査
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では職員の対応に対する不満要因が抽出され、接遇が十分にできていない現状があった。そこで、新たに

プロジェクトチームを結成し、接遇実践力向上を目的に活動した。活動にあたっては、医務局、看護局、

事務局、技師局から選出したプロジェクトチームの結成から実践まで看護管理者として医療チームの中で

リーダーシップを発揮した。実践内容は、「接遇向上チェックリスト」の作成による全職員の自他者評価

とフィードバック、院内ラウンドや接遇リーダーの任命など、多くの活動を行っている。今後も、職員一

人一人の接遇への取り組みが、患者満足度にも反映されるように、継続的に取り組んでいく予定である。

シンポジウムでは、この 2 つの実際について述べる予定である。 

 

■略歴 

小牧市民病院 看護局 副看護局長 河邉紅美 

 1986 年小牧市民病院入職、教育管理師長などの経験を経て、2018 年 4 月より副看護局長となり、現在

に至る。2012 年日本福祉大学福祉経営学部卒業。2016 年愛知県立大学大学院看護管理学博士前期課程修

了。2017 年より認定看護管理者、2020 年より医療クオリティマネージャーの資格を取得し活動してい

る。 

 

 

 

 看護管理者が取り組む組織開発 
教育委員会の精読会を通して得た効果と今後の課題 

   

岩﨑 景子 

東京ベイ・浦安市川医療センター 看護部 教育担当専従師長 
 

１．はじめに 

日本看護協会から提示された継続教育の基準 Ver.2 によると、教育担当者はその資質を高める 

努力が求められている。先行研修においても、文献精読が管理者や教育担当者の育成に有用である

と言われて久しい。当院では、筆者が専従の教育担当者として存在している。2018 年から、月 1

回の委員会時に精読会をする機会を設けた取り組みの一部を紹介する。 

２．方法と結果 

教育委員会の人材育成を目標に、2018 年から当院では精読会を実施した。教育委員としての 

役割とは何かを自分なりに明確する体験から、役割が変わっても応用できることを期待した。 

方法は、教育委員会は月 1 回 1 時間実施した。すべての 12 部署と教育委員会を担当している 

師長 2 名も加わった 14 名で精読会を行った。準備として毎月一章ずつ読んでくること。読む本に

ついては、毎年 6 冊程度提示をして 1 か月間時間を置き、多数決で決定した。自分たちが読みたい

本を選択することで、何を学びたいかという動機付けとした。2018 年は、「教えることの基本と

なるもの『看護』と『教育』の同型性」。2019 年は「上手な教え方の教科書」。3年目は「看護教

育・実践にいかすリフレクション」が選ばれた。 

３．考察 

 現在は 3年目として取り組みの 中である。また毎年 3 分の１程度が入れ替わり、新しいメンバー

が加入される。そのことから、明確な効果としての検証はできていないが、現状の中で得られた感
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想として有用であったと思われる効果は 3 点あげられる。1 点目は、教育委員全体で同じ本を読む

ことによって、共通言語を得られた。2 点目は、「当院が目指したい教育は何か」を言語化し、組

織人育成のための研修企画になっていることを認知した。3 点目は、教育手法は様々にあり、自分

たちが受けてきたものだけに縛られず、 新の知識をもって新人教育に取り組み始めている。 

  特に 3点目の効果は大きい。教育委員は部署内でも師長・主任に次ぐ役割がある。その中で、新

人へ対応する際の方法に困惑していることなどが生じた時に、教育手法を学んでいることが、教育

実践の場となっていると評価できる。 

 

４．まとめ 

取り組み始めたばかりだが、今後も継続していきたい。その理由は、教育委員会を通して、倫 

理綱領に基づいた看護実践者に成長できる機会としたいからである。 

 

■略歴 

岩﨑景子 東京ベイ・浦安市川医療センター 看護部 教育専従師長 

1999 年横浜市立大学医学部付属病院に入職し、脳神経外科、形成外科領域での臨床経験を重ねる。2008

年順天堂大学大学院医療看護学研究科に進学し看護学教育修士を修了。2010 年より神戸市看護大学で基

礎看護学領域助教を経験した。2012 年神奈川県立がんセンター血液内科にてがん看護、造血幹細胞移植

患者への看護を実践。基礎教育から継続教育への橋渡しに対する教育システムに関心が高まり、2018 年

より現職に至る。  
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教育企画 
 

看護基礎教育から継続教育につながるゴールド・メソッド 

 

岡本 華枝１），鈴木 克明２） 

1)横浜創英大学、2）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 

 

インストラクショナルデザイン（ID）の知見を医療分野に適用したゴール達成型学習デザイン（Goal-

oriented learning design Method：ゴールド・メソッド）は 2018 年に開発され、医療看護教育・実践に

活用され始めている。一方で、従来の授業や演習、直接学生と関わる教員に委ねられる実習において、ゴ

ールド・メソッドを活用するのは容易ではないという声がある。 

ゴールド・メソッドは、「できる」看護師に育つプロセスがデザインされ、具体的な看護実践を通して

経験学習するモデルであり、学び方（学習方略）・教え方（教授法）が含まれている。つまり、ゴール

ド・メソッドは初学者である看護学生が学ぶ場である看護基礎教育（卒前教育）、そして継続教育（卒後

教育）をつなげることができる教授法であると期待している。看護基礎教育での授業（講義）や演習（シ

ミュレーション）は看護実践に必要な知識（言語情報）や技術（運動技能）を習得する場であるが、さら

にゴールド・メソッドを活用し、看護実践能力を高めるための知識（言語情報の体系化)、知的技能、態

度技能、運動技能、認知的方略を統合した学習の場を増やしたい。 

 そこで、ゴールド・メソッドをさらに看護基礎教育や継続教育に普及させるための方略や今後の課題に

ついて議論したい。また、ゴールド・メソッドを具体的に活用する際の留意点やポイント、実際に活用し

ている看護学生や看護教員、医療職の行動変容について紹介する。 

 

 

■略歴 

岡本華枝  横浜創英大学看護学部 准教授。 

専門分野は成人看護学。関西福祉大学大学院看護学研究科修士課程修了。1995 年か

ら 2012 年まで総合病院・国立療養所で看護師として勤務後、2012 年から大学教員

として、看護師に求められる看護実践能力の育成に取り組み、2019 年 4 月より現

職。日本医療教授システム学会主催の患者安全 TeamSim チーフコースディレクタ

ー、医療 ID（ゴールド・メソッド）に関するセミナー講師等も務める。日本医療教

授システム学会総務委員長、全日本患者安全組織文化学習支援財団理事。 
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教育講演 
 

COVID-19 時代の病院実習・新人看護師研修のデザインと実践法ーゴールド・メソッド 

 
池上 敬一 

三条しただ郷クリニック 

 

COVID-19 と共存する時代の看護学生の病院実習と新入職看護師研修のデザインと実践の仕方について

具体的な教材を使って解説します。 

教材は「できる」医療者の実践能力を教材化するゴールド（Goal-Oriented Learning Design）メソッ

ドを用いて作成し、「できる」医療者に育てるゴールド（Goal-Oriented Learning & Development）メ

ソッドを用いてトレーニングを実践します。これら 2 つを合わせて以下ゴールド・メソッドと呼ぶことに

します。 

ゴールド・メソッドで用いる教材は①知識カード（「急変させない患者観察テクニック」羊土社参

照）、②シナリオ、③台本、④インストラクション、⑤「できる」看護師の心と習慣のおまじない事典に

なります。 

シナリオは、シナリオ概要とシナリオ詳細で構成されます。シナリオ概要では、テーマ、パフォーマン

スゴール、あらすじ、設定・登場人物、葛藤や勇気、問題解決を簡潔に記述します。シナリオ詳細ではシ

ーン（場所と時間）、ト書き（台詞以外の状況や動作の説明）、シナリオ操作、台詞、シーンのゴールと

ゴール達成の手続きとインストラクションを看護実践の時間経過・場面展開（看護実践スクリプトの段

階、『急変させない患者観察テクニック』参照）に沿って記述します。 

「できる」看護師は①、②、③、④と⑤を暗黙知として臨機応変・自由自在に使いながら看護実践を行

っています。ゴールド・メソッドは「できる」看護師の暗黙知を教材として形式知化し、看護学生・新人

看護師は教材を使ったよく考えられた練習（deliberate practice）を繰り返し行いながら、看護実践のや

り方を組み立てていきます（クラフティング、crafting）。看護実践のクラフティングは 3 回行います。

初はメンタル・クラフティング（頭の中で組み立てる、リモート学習）、2 回目はフィジカル・クラフ

ティング（頭に加えて動作を組み立てる）、そして 3 回目は仕事を通して仕事の仕方として組み立てます

（ジョブ・クラフティング）。 

セミナーでは①から⑤の教材とシナリオを使いながらメンタル・クラフティングの実際を経験します。 
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第 13 回日本医療教授システム学会総会・学術集会 

プログラム 
 

 

 第 2 会場  

 ３月２６日(金) 
 

9：20～10：50   教育企画 

学習者中心の教育パラダイムへ 

演者：松本 尚浩（医療法人笑顔会 NexWel 恵那 地域笑顔共創クリニック） 

大西 弘高（東京大学医学系研究科医学教育国際研究センター医学教育国際協力学） 
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教育企画 
 

学習者中心の教育パラダイムへ 
～グリーンブック第 4 巻日本語版から読み解く医療職の能力開発～ 

 

松本 尚浩 

医療法人笑顔会 NexWel 恵那 地域笑顔共創クリニック 
 

いわゆる「グリーンブック」と呼ばれるインストラクショナルデザイン専門書の第 4 巻"Instructional-

Design Theories and Models, Volume IV: The Learner-Centered Paradigm of Education"の日本語訳

『学習者中心の教育を実現する インストラクショナルデザイン理論とモデル』の発刊に関わることが出

来た。 

 この発表では、この日本語訳の中から 

第 2 部 学習者中心の教育パラダイムのより詳細なデザイン 

 第 6 章 メイカー基盤型インストラクションのデザイン 

 第 7 章 デジタルメディア協働製作のデザイン 

 第 8 章 学習のためのゲームのデザイン 

 第 9 章 自己調整学習のためのインストラクションのデザイン 

 第 10 章 教育的コーチングのデザイン 

 第 11 章 学習者中心の教育パラダイムのためのテクノロジーのデザイン 

について、医療職の教育・訓練、患者安全の視点から役立つ情報の抽出と再構成を試みこれを共有する

と共に、翻訳過程での出来事も披露したい。 

 

■略歴 

昭和 62 年 03 月 産業医科大学医学部卒業  

平成 13 年 01 月 九州厚生年金病院 麻酔科 

平成 19 年 01 月 産業医科大学麻酔科学教室講師 

平成 21 年 04 月 筑波大学附属病院麻酔科病院講師 

平成 23 年 06 月 東京慈恵会医科大学麻酔科学講師 

平成 26 年 04 月 笑顔のおうちクリニック松戸院長 

令和元年 07 月 NexWel 恵那 地域笑顔共創クリニック院長 
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 学習者中心の教育パラダイムへ 
～学習者中心型の教育パラダイムの基本原理～ 

 

大西 弘高 

東京大学医学系研究科医学教育国際研究センター医学教育国際協力学 
 

教育は、元々は大量生産を行う工場に見立てられ、大人数の学習者に生産性を上げるために必要な知識

や技能を授けるシステムであった。教育される内容は、教育の場でしかアクセスできないようにコントロ

ールされていることも多く、よって生産性の高い人になって社会に貢献するためには、教育を受けなけれ

ば学習がはかどらないという構造があった。 

しかしながら、教育者がすべてのコントロールを握るタイプの教育は、一人一人が個性を持つ学習者に

対して各自にぴったり当てはまるわけではない。教育者にも個性があり、それが学習者の個性と絡み合っ

てより効果をもたらすためには、教育者側に学習者中心のパラダイムを理解し、これを運用できるような

能力が求められるようになってきた。 

これと同時に、能力に関する定義も変化しつつある。知識や技能を学校で詰め込んでおき、社会に出て

からそれを利用できるかどうかは各自の応用・統合能力次第というような教育が従来行われてきた。しか

し、コンピテンシー基盤型教育の考え方が広がり、より実践に活かせる能力を身に付けてもらえるような

学習を支援することが教育者の仕事であるとみなされるようになりつつある。学習者の評価も、能力の高

い者と低い者を分けるというようなことよりも、一人一人の能力を伸ばすための教育の一環という視点が

ますます強まってきている。 

このセッションでは、皆さんに現状の教育現場において未だに残る「教育者中心的」な慣習をまずは振

り返っていただく。そして、それらをどのように変化させていけばよいのかを議論し、各自の教育改善に

役立てていただきたい。特に、コロナ禍で期せずして広がったオンライン教育に関しても扱いたいと考え

ており、関心をお持ちの皆さまに是非参加いただければ幸いである。 

 

 

■略歴 

1992 年奈良県立医科大学卒業。天理よろづ相談所病院で初期および総合内科研修。 

1997～2003 年佐賀医科大学附属病院総合診療部在籍中に、イリノイ大学医学教育部医療者教育学修士課

程修了。2003～05 年国際医科大学(マレーシア)医学教育研究室。2005 年より東京大学医学教育国際協力

研究センター。2013 年より改組により東京大学医学系研究科医学教育国際研究センター。2018 年より再

度改組により東京大学医学系研究科医学教育国際研究センター医学教育国際協力学部門。医学教育、総合

診療／家庭医療などを中心に幅広く活動している。 

 現在の研究フィールドは、臨床推論―医療者がどのように臨床上の問題を解決するか、地域医療や地域

包括ケア―後期高齢者を数少ない生産人口でどう支えていくか、多職種連携―現在の医療・介護などのチ

ームにおける問題点の分析と新たな人材育成の方針や方法、総合診療／家庭医療における医学教育など。 
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第 13 回日本医療教授システム学会総会・学術集会 

プログラム 
 

 

 第 3 会場  

 ３月２６日(金) 
 

9：20～10：50    ISD 事例検討 2 

座長：万代 康弘（東京慈恵会医科大学） 

コメンテーター：平岡 斉士（熊本大学教授システム学研究センター） 

 鈴木 克明（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） 

演者：苑田 裕樹（日本赤十字九州国際看護大学） 

中島 奈美（京都府立医科大学） 

菅原 明美（公立置賜総合病院） 

13：00～14：30  ワークショップ 

初めての研修企画 

演者：嘉陽 宗司（大浜第一病院） 

濱田 千枝美（産業医科大学病院 救急科）  
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事例検討 2 コロナ禍における看護⼤学のクリティカルケア学内実習の設計  
〜シミュレーション教育とオンライン学習のブレンド型学内実習への代替え〜 

〇苑田 裕樹 

日本赤十字九州国際看護大学 
【はじめに】 

「大学等における新型コロナウイルス感染症への対応ガイドラインについて（周知）：文部科学省」において、「実習施

設等の代替が困難である場合は、実状を踏まえ実習に代えて演習又は学内実習等を実施することにより、必要な知識及び技

能を修得することとして差し支えないこと。」と周知された。A 看護大学では、十分な審議の結果、3 年生を対象としたク

リティカルケア実習などの専門領域別実習のすべてを学内実習へ代替えして実施することとなった。今回、コロナ禍におけ

る教育の質保証を目的として、シミュレーション教育（対面）とオンライン学習のブレンド型のクリティカルケア学内実習

を設計した。 

【目的】 

設計したブレンド型のクリティカルケア学内実習が臨地実習の代替えとして成り立つ設計であったのか検討する。 

【方法（実際の設計）】 

ID プロセスモデルの ADDIE モデルを活用して学内実習の設計を行った。分析のフェーズでは、前提科目のクリティカ

ルケアⅡ（演習科目）をすべてオンライン学習で履修となった学習者の現状分析や、大学の通信・学習支援システムや資機

材などの学習環境・教材について分析した。その上で、学内実習での学習目標を設定し、目標毎に評価方法と学習方略を抽

出した。設計、開発のフェーズでは、メリルの「ID の第一原理」を参考として、現実世界の問題（患者を受け持つ）から

導入し、臨地実習と同じプロセスで、クリティカルケアの特殊性を学べるように工夫した。具体的には、経時的に情報が更

新される電子カルテや家族看護などの動画教材の作成、仮想 ICU でのシミュレーション教育や日常生活の援助技術演習を

効果的に組み入れた。さらに「活性化」「例示」「応用」が促進されるようにチーム学習や臨床実習指導者を含めた Zoom

カンファレンス、VR 動画の配信などによって学内実習を構成した。 

【結果と考察】 

学内実習は継続中であるが、現時点で形成的評価を行った。前年度の学生に比べ、実習開始時のフィジカルイグザミネー

ションの習得度は低かったが、例示を示しシミュレーションの練習時間を確保したこと、また OSCE でゴールを明確にし

たことで一定のスキルを習得できた。看護過程展開では、前提科目のクリティカルケアⅡで展開した事例を例示として捉

え、応用できたこと、個々の進捗に合わせて時間のコントロールも可能であったことから、アセスメント能力も一定の習得

につながった。一方で、実習という教材が使えないことによる課題として、患者の精神面への援助や日常生活の援助などの

看護実践力の育成、および態度育成があげられる。とくに臨床実習指導者を含めたカンファレンスにより、テーマとして設

定した看護については学びを深めることができたが、教材として切り取った場面は臨床のなかのごく一部分でしかなく、学

内実習の限界とも考えられる。このように実習でしか学べない学びをどのように教材化していくのか、例えば、ベッドサイ

ドで患者の様子を視聴できるような、忠実性、再現性の高い VR 動画などの導入など、倫理的問題をクリアーしながら、よ

り一層の教材開発への工夫がコロナ禍では求められる。 

【結語】 

今回、コロナ禍において、クリティカルケア実習の代替えとなる、シミュレーション教育とオンライン学習のブレンド型

学内実習を設計した。代替え実習として成り立つ教育と課題が明らかとなった。コロナ禍に対応可能で、学習効果の高い代

替え実習として改良を継続していきたい。 
 
 

  



43 
 

事例検討 2 事例中⼼の⺟性看護学各論授業展開とアセスメント能⼒への⾃信の変化 
〇中島 奈美 

京都府立医科大学医学部看護学科 
【背景】 

昨今の看護学教育について 2011 年の厚生労働省の調査では、授業と実習のつながりがスムーズでないとの指摘がある

1)。大学で看護学教育に携わりその実感がある。実習で活かされる授業を教育理論に基づいて設計する必要性を感じる。 

【目的】 

母性看護学各論において、実習で活かせる看護アセスメント能力の習得を意図して、 メリルの第一原理に則して事例で

の看護展開を繰り返す授業を設計し実践した。授業アンケートの結果をもとに今回の授業設計を評価し改善を検討する。 

【方法】 

実践の概要：科目 15 コマを 4 ブロックに分け、4 回看護アセスメントと看護計画立案を実習記録に行った。母性の専門

知識は、学習者が事前学習として実習用ノートにまとめ、アセスメント時に繰り返し確認してもらい習得を促した。この他

に認知的方略、態度の習得を意図して、詩歌の鑑賞作成とペア学習を取り入れた。 

実施の時期は、2020 年 4 月から 7 月、対象は A 大学看護学科 2 年生 85 名であった。課題は印刷物にして配布し、質問

等に電話とメールで応じた。学生同士でのペア学習は、メールと電話で行ってもらった。5 月から zoom で講義を 8 回行

い、考え方や見本の提示と質問に応じた。 

調査方法：科目終了後に自記式質問紙で授業アンケートの提出を求めた。内容は「アセスメント能力の自己評価」「アセ

スメント能力習得に役立った学習方法」「他の授業との比較」「ペア学習への嗜好性」であった。本研究では、「アセスメ

ント能力の自己評価」「アセスメント能力習得に役立った学習方法」の結果をもとに授業設計を評価し考察した。 

【結果】 

62 名から提出があり(回収率 72.9%)、有効回答は 59 名あった。4 回行ったアセスメントの自己評価(満点 100 点)の平均

は、1 回目 53.0 点、2 回目 65.7 点、3 回目 75.4 点、4 回目 82.8 点であった。Friedman 検定で有意に上昇した（P＜

0.05）。アセスメントの「情報を探し出す能力」の修得に事前学習とペア学習が役立ったとされた。「状況を理解する能

力」では事前学習と zoom 講義が、「理解を客観的に評価し熟考する能力」ではペア学習と詩歌の鑑賞が役立ったと評価さ

れた。 

【考察】 

 学習者が看護アセスメントに自信をつけたこと、段階的な上昇は繰り返しの必要性を意味すると考える。アセスメント

の手続きにおいて役立てた学習方法に違いがあり、学習方法は複数必要であったとわかった。アセスメント能力習得に必要

な課題分析をすすめ、効果的な学習方法の準備ができるようにしていきたい。得られた自信が実際の実習で活かされるのか

は、実習で再評価が必要である。 

【結語】 

 事例アセスメントを 4 回行い学習者はアセスメント能力に段階的に自信をつけた。 

 

引用文献 

1) 三浦友理子。臨床判断モデルを看護教育で用いるアイデアとシステム,看護教育 57(9),708-715,2016 
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事例検討 2 ⾃信を持って学べる⼀次救命処置研修プログラムの評価 
〇菅原 明美 

公立置賜総合病院 
【背景】 

救急看護認定看護師として、院内外での救命処置に関する研修会を長年に渡り担当してきている。一次救命処置は、日常

的に経験する機会が少ないことから、その場では理解しても時間と共に忘れてしまうことが考えられ、継続的な学習と訓練

が必要とされている。今までの研修は、ほとんどが 1 時間程度の時間内で、効果的な一次救命処置についての習得が求めら

れ、実技を主とした研修プログラムを実施していた。また、教える側の準備としても、一人で担当することが多く、学習者

の自立的な研修設計について検討をしてきた。そこで、これまでの一次救命処置研修プログラムから、研修目標を明確に

し、受講者への自信につなげる研修プログラムの検討を行った。 

【対象】 

院内外における一次救命処置研修を希望する方。看護師、医療職、介護職の方。 

【目的】 

研修目的と目標、研修内容、研修評価の妥当性を検証する。 

【研修プログラム】 

研修のゴールとして、「一次救命処置を知識として習得する。」とし、知識は、一次救命処置の流れを説明できるとし

た。次に、「一次救命処置を技能として習得する。」とし、技能では「有効な心臓マッサージを 2 分間実施できる。」とし

た。つまり、頭でわかった上で、技能で体得するというゴールを明確にした。更に、この研修は 2 人ペアで行うようにし、

研修の始まりから 後まで、2 人 1 組で学習するスタイルとした。 

はじめに知識の学習においては、テストを実施し、研修の入り口時点での知識を確認した。その後にペアで確認した後

に、全員で振り返りを行った。知識の確認として、意識のない人を発見した際に、どのようにして意識の確認を行うかとい

う設問とし、受講者に言語化で記載してもらった。その次に、意識がなかった場合、どのような行動をとるかを 4 つの行動

から選択してもらった。その 4 つは、「応援を呼ぶ」「呼吸の確認」「胸骨圧迫」「AED」とし、その言葉を印字した紙

を資料の両面テープに張り付けることで、注意と興味を刺激した。次にペアでお互いの答えを確認しながら、全員で答え合

わせを実施した。そして、その後に説明を加えた。 

次に、実技の研修においては、1 分間交代で参加者全員が胸骨圧迫を行い、ペアで胸骨圧迫の評価を行った。そして、お

互いの胸骨圧迫において、良い部分を評価し合った後に、全員で胸骨圧迫の注意点について話し合った。また、胸骨圧迫に

おける大切なポイント 3 つを上げてもらい、忘れないように意識づけを図った。そして 後にもう一度胸骨圧迫を実践して

もらい、研修前後での評価を行った。 

【結果】 

意識状態の確認は、ほとんどの方ができていた。しかし、その次の行動では、応援を呼ぶと呼吸の確認で二分する結果と

なり、行動レベルで曖昧になっている部分であることがわかった。また、実技においては、胸骨圧迫の姿勢やリズム、深さ

において、ほぼできている方が多かったものの、お互い評価した後での再度実践をした際には、前より後の方が有効的な胸

骨圧迫となっていることがわかった。そして 2 分間実践することで、体力的な感覚を感じることができ、速やかに応援を呼

び、人を集めることが大切であることがわかり、知識と技能が結び付き、体得し研修中に評価までできる一連のプログラム

であると考えられた。繰り返し訓練が必要な研修プログラムである一次救命処置研修の、研修目的とプログラム内容、研修

評価は今までの経験から研修前後の変化を感じている。そこで、多くの方から意見をいただき、この研修を更にブラッシュ

アップしていきたいと考える。 



45 
 

ワークショップ 
 

初めての研修企画 
 

嘉陽宗司１），濵田千枝美２） 

1) 医療法人おもと会 大浜第一病院，2) 産業医科大学病院 救急科 
 

ある日、上司から「今度の研修会、あなたお願いね」や「研修会を開いて教えてください」とスタッフ

や後輩から頼まれたことはありませんか？ 

突然研修をやってと言われてもどのように研修を作ればいいのか・・・、今までやってきたけど・・・

これでいいのかな？これ、意味がある研修なのかなあ？と悩んでいる方も多いはず。 

実際に私たちも研修をつくり始めた 初の頃は皆さんと同じ様に悩んでいました。そこで、このワーク

ショップでは、研修のつくり方を学び、実際に効果的な研修をつくることができる、もしくは、自分の研

修を改善できることを目的としています。 

対象は、研修をどの様につくったら良いのかわからない方、研修担当になる予定の方、研修を今までの

勘でつくっている、もしくは自己流でこのつくり方でいいのか不安な方、指導する立場になる方など、ま

だ研修設計に関して経験の浅い方を対象としています。 

事前学習で、研修のつくり方について学びます。当日は、実際の教材を使って事前学習で学んだことを

確認しながら、実践へとステップアップしていきます。 

 

●主な内容● 

事前学習編 

＊ 研修を受けるのはだれ？ 

＊ 研修で何ができる様になればいいの？ 

＊ どうやったら、できる様になったって言えるかな？ 

＊ さて、どうやって教えようかなあ？ 

＊ 何を使って教えようかなあ？ 

＊ 準備はできた！後は研修する前に調整しておくことは？ 

 

1. 研修ニーズを明確にする 

対象者にとって有益な研修であるか？ 

2. 研修の目的・目標を明確にする 

この研修を受けることで、受講者にどのようになって欲しいか？ 

3. 研修の方法を考える 

座学、グループワーク、ロールプレイ、シミュレーション、e‐learningなど 

あるいはこれらいくつかを組み合わせたハイブリッド方式など 

4. 研修で使用するmaterialを用意する 

既存あるいは既製品の資料、自分たちで作成するのか？ 

5. 研修の評価方法を決める 

チェックリスト、筆記試験、アンケートによる評価 
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6. その他の項目を調整する 

研修対象者の選定、研修日程、会場の調整、研修許可の申請 

 

このワークショップで学び、効果的な研修会を企画しましょう。 

 

■略歴 

嘉陽宗司  おもと会大浜第一病院 看護管理室 看護主任  

平成 14 年、大浜第一病院へ入職 一般外科、救急外来、教育研修センター専任主

任を経て 2017 年より現職 

看護部の教育担当業務の傍ら、AHA（アメリカ心臓協会）BLS/ACLS Faculty、

ACLS-EP Course Director として、県内外で AHA コース活動を実施。 

また、シミュレーション教育の指導や教材のプログラム開発も行い、院内の研修会

に導入するだけでなく、研修指導や研修マネジメントに取り組む看護スタッフの育

成も行っている 

 

濵田千枝美  

産業医科大学病院救急科シミュレーション教育マネージャー 

産業医科大学医学教育推進センター 併任  

看護師として勤務していた際に AHA（アメリカ心臓協会）BLS インストラクタ

ーを取得。その際にインストラクショナルデザインと出合う。その後、効果的・効

率的・魅力的な授業設計や学習環境デザインを早稲田大学人間科学部人間情報科学

科にて学んだのちに様々な方を対象とした授業、研修、現場評価を多数行ってき

た。 

現在は、シミュレーション教育マネージャー【教育専門職・シミュレーションスペ

シャリスト】として医師の現場指導に関わりながら医学部・看護学校におけるシミ

ュレーション教育やシミュレーションラボの運営に携わっている。 
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第 13 回日本医療教授システム学会総会・学術集会 

ポスターセッション 

 

 ポスター会場  

 ３月２６日(金) 
11：00-11：40 オンラインポスターセッション Ａ 

A1 磯邉 崇 昭和大学横浜市北部病院リハビリテーション室 

A2 河邉 紅美 小牧市民病院 

A3 畔柳 信吾 公立西知多総合病院  

A4  演題取下げ 

A5 吉村 友希 熊本保健科学大学 

A6 松下 毅彦 埼玉医科大学 

A7 岸田 全人 埼玉医科大学国際医療センター 

A8 西辻 拓馬 近畿大学 

A9 内藤 茜 埼玉医科大学国際医療センター 

A10 川村 勇樹 埼玉医科大学医学教育センター 

A11 長嶺 真子 医療法人おもと会大浜第一病院 

A12 濵田 千枝美 産業医科大学病院 

 
11：00-11：40 オンラインポスターセッション Ｂ 

B1 小池 啓子 埼玉医科大学短期大学 

B2 佐藤 直 弘前医療福祉大学短期大学部 

B3 鳴海 圭佑 弘前医療福祉大学短期大学部 

B4  演題取下げ 

B5 堀内 美由紀 奈良学園大学 

B6 後小路 隆 社会医療法人陽明会小波瀬病院 

B7 杉木 大輔 獨協医科大学埼玉医療センター 

B8 大石 奨 豊田市消防本部 

B9 松坂 充子 埼玉医科大学保健医療学部看護学科 

B10 岩﨑 景子 東京ベイ・浦安市川医療センター 

B11 嶺井 良恵 学校法人おもと会 沖縄看護専門学校 

B12 岡本 華枝 横浜創英大学 看護学部 
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A1 診療参加型実習を活⽤した「急性期ベッドサイドリハビリテーション実習」の取り組み 
－知的技能を可視化した臨床実習－  

〇磯邉 崇 
昭和大学横浜市北部病院リハビリテーション室 

【はじめに】 

診療参加型実習は「学生が医療チームの一員として実際に診療に参加し、より実践的な臨床能力を身に付ける臨床参加が

実習であり、実習生が単独で行動したり、実習生の考えた診療内容を実施したりする担当型臨床実習や指導者の診療の横に

ついているだけの見学型臨床実習ではなく、医療チームの立案した診療計画に基づき、指導者の監督・指導のもとで患者を

受け持つなど診療に参加するもの」と定義されている。当院では 2017 年度より心臓血管外科術後症例を中心に、急性期領

域での診療参加型実習を行っている。「バイタルサインの測定・評価」と「フィジカルアセスメント」は病態・疾患の管理

状態の把握、運動の適否の判断において必須の項目である。しかし、「バイタルサイン」の知識、「フィジカルアセスメン

ト」の運動技術はあるが実践できない場面を多く認める。そこで、より実践的な臨床能力を身に付けるために、知的技能に

着目した取り組みを行ったので報告する。 

【方法】 

対象は昭和大学保健医療学部理学療法学科３年生 3 名、期間は 6 週間の総合臨床実習内の 2 週間。 

知的技能を時間軸に沿って 5 つの過程に分解し、「知的技能カード」を作成した。訪室前、予測される 初の変化を知覚す

るためのリハーサルを行った。訪室時、実習生は過程を発話しながら実施した。例として手が冷たいことを触診し、低灌流

を認識し、血圧測定に至るまでを示した。 

①知覚したことを言語化する：手が冷たい 

②所見を同定する：皮膚冷感がある 

③病態や疾患に分類する：低灌流所見あり 

④ルールと原理：Nohria-Stevenson 分類による血行動態の把握 

⑤問題解決：血圧測定、各種基準、患者安全信号機を用いてリハ実施の適否の判断 

実習終了後、「カークパトリックの 4 段階評価モデル」に基づきインタビューを行った。 

【倫理】 

ヘルシンキ宣言に則り、関係者へ十分な説明を行い、同意を得た。 

【結果】 

必要な場面で患者の病状を認識、病状に適したフィジカルアセスメントを選択し実行することができた。レベル 1 の反

応では「自分の言葉で患者さんの状態を表現するのが難しい。」「声に出すことで頭の中が整理できた。」との回答があっ

た。レベル 2 の学習では・バイタルサインの測定・評価、・フィジカルアセスメントの項目のチェックリストを「実施で

きる」で埋めることができた。 

【考察】 

「バイタルサイン」の知識、「フィジカルアセスメント」の運動技術を基盤にして、必要な場面で実践することができ

た。知識と技術を基盤に、より実践的な臨床能力を身につけるための知的技能の重要性が示唆された。 

【結語】 

実習生がより実践的な臨床能力を身に付けるためには、実践の場面での経験とともに、実践の中で知識や技術を適用する

ための指導を実施することが必要と考える。今後は実習生が自身で成果をあげ、カークパトリック 3 レベルを達成できる

ような実習を展開していきたい。 

 

A2 集中治療センター中堅看護師における「中⼼静脈路の意図しない抜去」をさせない認知技能 
 〜SafetyⅡ理論をもとにした分析〜 

〇河邉 紅美１）、岡本 華枝 2）、畔柳 信吾 3）、東 ひより 4）、札場 純次 4）、松本 尚浩 5） 

1) 小牧市民病院、 2) 横浜創英大学看護学部、3) 公立西知多総合病院、4) 小牧市民病院、5) 医療法人笑顔会 Nexwel 恵那 地域笑

顔共創クリニック 

【はじめに】 

近年の医療は高度化し、入院患者は高齢者が多いことから、入院治療において中心静脈路を必要とする患者も少なくな

い。中心静脈路は治療を目的に長期に行うことも多く、そのため、意図しない抜去が起こると必要な投与ができなくなるだ
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けではなく、意図しない抜去によりルートが体内遺残する危険性もある。日常的には意図しない抜去よりも通常通り（成

功）に治療が進むことの方が多く、その成功の件数を増やすことは、患者の安全確保ができると考える。SafetyⅡ１）は

2000 年代に提唱された理論である。医療の分野ではレジリエント・ヘルスケア-複雑適応システムを制御する-の中で医療

における SafetyⅡの応用が記されている２)｡しかしながら SafetyⅡを用いた実践報告は少ないため、本研究では医療現場で

の中堅看護師対象に、SafetyⅡ理論を用いた認知技能を明らかにする。 

【方法】 

1） 言葉の概念：SafetyⅡ１)とは、うまくいっていることを増やすために、うまくいくことに着目することである。 

2） 研究方法：所属施設の看護部長の同意後、部署長から推薦のあった集中治療センターにおいて看護経験３年以上の看

護師 4 名を対象に、半構造化面接法を行った。データは内容分析を行い、結果はメンバーチェッキングを行うと共

に、スーパーバイザーから助言を受け、研究結果の信頼性・妥当性を高めた。研究は、研究者の所属施設倫理審査委

員会の承認を受け行った。 

【結果・考察】 

結果は、207 のコード、28 のサブカテゴリー、9 のカテゴリーに分類された。9 のカテゴリーは、「訪室前に患者をイメ

ージし頭を整える」、「訪室毎の直視による確認を必ず実践」、「訪室毎のアセスメントによる患者情報の更新」、「患者

の傍にいて見守りや声かけの実践」、「療養の場での生活を整える援助の実践」、「抜けない CVC 固定方法を経験から見

出す」、「患者を巻き込み患者安全を守る姿勢」、「チーム全体での情報共有と実践による危険予知」、「未熟達な仲間を

先輩看護師が支援する体制作り」であった。 

 中堅看護師は日々の看護実践の中で、たえず患者中心に考え、自分だけでなくチーム全体で患者の安全を守る認知技能を

持っていた。集中治療センター中堅看護師は、急性期という高度医療の中で実践を積んでいる。その看護師の「中心静脈路

の意図しない抜去」をさせない認知技能が明らかになったことは、患者の一番傍にいて安全を守り続けている看護師の行動

指標に繋がっていくと考えられる。今後は、SafetyⅡ理論に基づき、導き出された中堅看護師の認知技能をすべての看護師

が実践につなげていけるように、支援方法を考えていきたい。 

【引用文献】 

1） エリック・ホルナゲル/監訳 北村正晴・小松原明哲.(2015). Safety-Ⅰ＆Safety-Ⅱ 安全マネジメントの過去と未来. 

海文堂出版株式会社, p54,163. 

2） エリック・ホルナゲル,ジェフリー・ブレイスウェイト,ロバート・ウィアーズ/訳者 中島和江.(2015). レジリエン

ト・ヘルスケア 複雑適応システムを制御する. 大阪大学出版, 

 

A3 学習環境をデザインした患者安全学習会の取り組み  

〇畔柳 信吾１）、河邉 紅美 2）、岡本 華枝 3）、東 ひより 4）、札場 純次 4）、松本 尚浩 5） 

1) 公立西知多総合病院、2) 小牧市民病院、 3) 横浜創英大学 看護学部、4) 小牧市民病院、5) 医療法人笑顔会 Nexwel 恵那 地域

笑顔共創クリニック 

【はじめに・目的】 

学習環境において「間違ったこと」や「人と違う意見」などを容易に発言できる、心理的安全が確保された環境では、学

習が生起しやすいと考えられる。今回、多施設、多職種の医療従事者で「飲食を楽しみながら」患者安全について学習する

場を創り、その成果が出たので報告する。 

【方法】 

2～3 ヶ月に 1 回、飲食店に集まり、患者安全における SafetyⅠ（失敗に着目し、失敗の数を減らす）および SafetyⅡ

（成功に着目し、成功の数を増やす）の概念を参加者全員で理解、共有し、どのように臨床現場で活用できるかを議論し

た。次に、「できる看護師」はどのように成功の数を増やしているかを明らかにする方法を思案した。参加者の背景は多施

設から医師、看護師、看護教員、臨床工学技士が参加し、1 回の参加人数を 4～6 名程度の少人数とした。また学習方法と

して、共通の教材を基に、パソコンやスライド等は使わず、参加者の対話を通して学ぶことを試みた。 

【結果】 

SafetyⅡを臨床現場で活用するための議論を重ね、研究計画を立案、実施した。その結果、集中治療に関わる看護師（で

きる看護師）を対象にした研究に取り組み、SafetyⅡの概念化スキルを構築した。 

【考察】 

今回の学習環境を学習環境デザインの三要素「空間」「活動」「共同体」に当てはめた場合、「空間」は、参加者にとっ

て居心地のよい楽しく過ごせる空間であり、異質なアイデアも許容される場であった。「活動」は、患者安全につながる活
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動であり明確な目標があった。また、多施設、多職種から参加者が構成されているため、意見の違いを解決することで、新

たな学びに結びついた。「共同体」では、SNS 等で学習の目標や内容を共有することで学習会に参加できなかった場合で

も、参加者と活動を共有できる方法を作った。このことより、心理的安全以外にも学習に適した環境だったと考える。 

【結語】 

「飲食を楽しみながら」行われる学習会は、職場や講習会等が行われる場所とは異なり、参加者の心理的安全が確保され

やすい。これにより、自身の発言を促進し、異なる職種背景や異質な意見にも納得解が得られるため、今後もこのような環

境の学習会を継続して行きたい。 

 
A4  演題取下げ 

 
 

A5 作業療法学⽣を対象とした学習⽇誌を⽤いた⾮同期型 PBI 授業における調整⽅略の変化の検討 
〇吉村 友希 1）、與座 嘉康 1）、鈴木 克明 2）、平岡 斉士 2） 

1）熊本保健科学大学保健科学部、2）熊本大学大学院社会文化科学教育部教授システム学専攻 

【背景】 

作業療法士養成教育では、学生の主体性の涵養が重要な課題である。主体性と同義だと考えられる概念に自己調整があ

り、ZIMMERMAN（1989）は、自己調整を「学習者が、メタ認知、動機づけ、行動において、自分自身の学習過程に能動

的に関与していること」と定義している。自己調整学習の中心的な役割を果たす要素に自己モニタリングがあり、自己モニ

タリングが高次になるにつれ、適応的な調整方略を選択できるようになるといわれている。自己モニタリングを促進しうる

方法の一つとして日誌法がある。また、問題解決スキルを発達させていき、新たな学習方略を身に付けていくことを目的と

した教授方略に問題解決型教授（problem-based instruction：PBI)がある。PBI を用いた授業に学習日誌を組み合わせる

ことで、学生の主体性を支援することができるのではないかと考え、授業を設計した。 

【目的】 

学習日誌を用いた PBI アプローチの授業の実践し、学生の自己調整の方略に変化が生じたのかを検討することを目的と

する。 

【方法】 

対象者は、作業療法治療学の授業を受講した大学 3 年生 43 名であった。授業は、非同期遠隔形式で行い、ツールは、学

務システム Active Academy を用い、週 1 回、計 14 回実施した。授業で用いた事例は、授業内容に沿った精神疾患を有す

る患者像を示した。問題は、事例の有する疾患の症状や薬物の副作用などの基本的なものから、事例への対応や作業療法の

評価および治療に関する応用的なものまでを扱った。学習日誌は、SCHMITZ and WIESE（2006）を参考に作成し、短時

間での回答ができるよう工夫をした。分析のデータとして用いたのは、学習日誌に記載された目標のための具体的な行動の

文章であった。 

【結果】 

クラスター分析を行い、その後、各クラスターを PINTRICH et al.（1993）の自己調整学習方略リストと対応させた。

授業序盤において、＜メタ認知的方略＞の《モニタリング》に 1 クラスター、＜メタ認知的方略＞の《調整》に 2 クラスタ

ー、＜リソース管理方略＞の《時間管理と環境構成》に 2 クラスター、＜リソース管理方略＞の《努力調整》に 1 クラスタ

ーが配置された。授業中盤において、＜認知的方略＞の《リハーサル》に 1 クラスター、＜メタ認知方略＞の《モニタリン

グ》に 2 クラスター、＜メタ認知方略＞の《調整》に 3 クラスター、＜リソース管理方略＞の《時間管理と環境構成》に 1

クラスターが配置された。授業終盤において＜メタ認知方略＞の《プランニング》に 1 クラスター、＜メタ認知方略＞の

《モニタリング》に 1 クラスター、＜メタ認知方略＞の《調整》に 1 クラスター、＜リソース管理方略＞の《時間管理と環

境構成》に 3 クラスター、＜リソース管理方略＞の《ピア・ラーニング》に 1 クラスターが配置された。 

【考察】 

授業の全般を通して、＜リソース管理方略＞の《時間管理と環境構成》にクラスターが配置された。学生にとっては、

初めての非同期遠隔形式の授業であり、そのための《時間管理と環境構成》がスキーマとして構築されておらず、授業期間

を通して、目標達成のための具体的行動として挙げられた可能性がある。また、授業序盤と中盤に＜メタ認知方略＞の《モ

ニタリング》《調整》にクラスターが配置され、授業終盤には、それらに加えて＜メタ認知方略＞の《プランニング》にク

ラスターが配置された。自己調整の中で重要な要素の一つが、モニタリングであり、これによって目標に進んでいるという

感覚が得られれば、さらに向上しようとする動機づけが高まるとされている。また、自己評価は、学習者のプランニングと
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目標設定のような他の自己調整過程の利用へと導くとされている。このことから、学生は、まず、課題遂行のためにモニタ

リング方略を用い、その後、得られた満足感により動機づけられ、その結果、モニタリングよりも時間的に先行するプラン

ニング方略の使用が可能になったのではないかと考えられる。授業序盤に＜リソース管理方略＞の《努力調整》、授業終盤

に＜リソース管理方略＞の《ピア・ラーニング》にクラスターが配置された。授業の序盤では、学習に対して《努力調整》

が必要であったが、授業が進むにつれ、意識的な《努力調整》は必要ではなくなったのではないだろうか。また、授業の終

盤で配置された《ピア・ラーニング》は、「友達と意見を言い合う」など自分の意見が明確になっている必要があるため、

学習において誰が主体になって取り組むのかという「問題解決の主体」（瀬尾 2007)という観点が養われている必要があ

る。授業回数を重ねるにつれ、主体的に問題に取り組む態度が養われてきた可能性がある。 
 
 

A6 学⽣アンケートにみる遠隔講義の特性 ?教授システム学からの考察? 
〇松下 毅彦 1）、椎橋 実智男 1）、森 茂久 2） 

1）埼玉医科大学 IR センター、2）埼玉医科大学医学教育センター 

【背景】 

新型コロナウイルスの世界的蔓延により、多くの大学で、従来の対面式授業からネットを利用した遠隔授業への転換が行

われた。本学でも、2020 年 4 月から一旦すべての授業を遠隔授業とし、実習については少人数に限定した on site の実習を

7 月から段階的に再開したが、講義については 10 月現在、対面式講義再開の目途は立っていない。そこで、遠隔講義の質

の改善を図るため、学生にアンケート調査を行い問題点の抽出を試みた。このなかで、遠隔講義のいくつかの特性が明らか

となったので、教授システム学の視点からの考察を含め報告する。 

【方法】 

本学ではこれまで 1～4 年生については、講義、グループワーク、解剖などの基礎医学実習、病院での体験実習を中心に

カリキュラムを組んでいた（5～6 年生は終日、病院での臨床実習）。2020 年度は、講義はネットを介した映像配信、グル

ープワークは Zoom を用いた遠隔開催とした。基礎医学実習は秋以降に先送りし、病院体験実習はすべて中止した。2020

年 9 月に 1～4 年生を対象として、遠隔授業に関する学生アンケートを実施した。アンケートは無記名で、全 9 問（1 年生

のみ 8 問）を Web 上で回答する形式とした。 

【結果】 

回答率は、1 年生が 78.9%、2 年生が 67.6％、3 年生が 65.0％、4 年生が 58.5％となった。「これまでの遠隔授業による

講義で、得るべき知識を十分に得られたか」という質問に対しては、「十分」あるいは「かなり得られた」との回答が各学

年とも 3～4 割、「ある程度は得られた」との回答が概ね半数であり、「あまり」あるいは「まったく得られなかった」と

いう回答は少数だった。2 年生以上のみに行った「昨年度までに受けてきた対面式講義と比較して、今年度の遠隔講義で得

られた知識の量はどうなったか」という質問に対しては、遠隔の方が得られた知識が「はるかに」あるいは「やや少ない」

とする回答が約 3 割、「あまり変わらない」とする回答が約 4 割で、遠隔の方が多くの知識を得られたとの回答は比較的少

数だった。遠隔講義の利点としては、「通学しなくてよい」「実家に居られる」を挙げた学生が各学年とも 6～8 割に昇っ

た。また、「リラックスして聴ける」を 6～7 割の学生が利点として挙げた一方で、「緊張感が持てない」、「集中でき

ず、つい考え事をしたり他のことをしてしまう」を欠点として挙げた学生は各々3～4 割みられた。また、「他の学生がど

の程度熱意をもって講義を聴いているか、どの程度理解しているか、などの状況がわからないため、自分の“クラスの中で

の位置”がわからない」ことを 4～6 割の学生が欠点として挙げた。自由記載としては、利点や欠点を指摘した記載が計 38

件あったが、集中できることを利点として挙げた学生と集中できないことを欠点として挙げた学生の両方がみられた。ま

た、オンデマンド再生可能な映像配信の利点として、1.5 倍速や 2 倍速など再生速度を上げて再生できること、一時停止や

繰り返し再生ができることを挙げた意見が、それぞれ 5 件ずつみられた。 

【考察】 

今回の調査で、同じ遠隔講義を行っても、対面式講義と比較して「リラックスして聴ける」と「緊張感を持てない」、あ

るいは「集中できる」と「集中できない」など、相反する感想をもつ学生が併在していることがわかった。学習形式や学習

方法などに対する学生の好みは多様であり、これを把握したうえで教授設計を行うべきことは以前から指摘されているが

（Dick ら、2001）、今回、数 100 名の学生を対象とした２種類の全く異なる講義形式の比較において、学生の多様性が再

確認された。今後は、異なる感想を持つ学生が併在していることを前提に、授業の設計をさらに工夫することが必要と考え

られた。また、講義映像配信の利点として、再生速度を上げて再生できることを利点として挙げた学生と、一時停止や繰り

返し再生ができることを挙げた学生が同数みられた。Carroll は、学生が学習に使う時間を学習成果を規定する独立因子の
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１つとしているが、今回の結果でも、講義時間内に講義の内容をちょうど修得する学生ばかりではなく、もっと短い時間で

修得可能な学生や、より長い時間を必要とする学生も少なからずいることが示唆された。全学生を講義時間中拘束し、全員

に同じ内容を同じ速度で聴かせることは対面式講義の本質的な欠点であり、自身に至適な長さの時間を使って学習できるこ

とが、オンデマンド映像配信の利点であることが再確認された。今後、対面式講義を再開する際には、多様であるすべての

学生の学習を 大限に効率的なものにするような工夫を盛込む必要があると考えられた。 

【結語】 

遠隔講義においても、学生の多様性を考慮した教授設計の重要性が示唆された。 
 
 

A7 ⾼⽔準の⼀次救命講習受講率を⽬指して 
〇岸田 全人、作山 洋貴、遠山 笑里、亀井 智子、大庭 伸也、長谷部 靖子、内藤 茜、高平 修二、大谷 

義孝、根本 学 

埼玉医科大学国際医療センター 

【背景】 

当院では勤務する全職員（外部業者も含む）を対象に一次救命処置（以下 BLS）の受講を義務付けている。受講率 100％

を目指し、毎月の受講率 95％以上を目標に掲げている。医療安全全国共同行動の目標に急変時の対策として、「心肺蘇生

法の職員教育の徹底」もあり、院内でいつ、どこで人が倒れても適切な初期対応ができるよう、安心・安全な医療施設を目

指している。 

【目的】 

当院で勤務する全職員の BLS 受講率 100％を達成させるための、取り組みと現状と課題を明らかにし、改善方法を検討

する。 

【対象】 

2018 年 4 月 1 日から 2020 年 9 月 30 日までの間で、当院に勤務し BLS を受講した職員を対象とした。2020 年 4 月 1 日

では 1812 名の職員を有している（外部業者も含む）。 

【方法】 

過去に BLS の受講歴がない職員、もしくは受講後 2 年が経過している職員は日本救急医学会認定 BLS 講習を受講する。

受講日より 2 年後を有効期限とし、期限に達した職員は当院認定 BLS 更新コースを受講する。有効期限内の職員を毎月の

受講率で抽出する。 

【結果】 

受講率は、2018 年 4 月 84.4％、5 月 82.4％、6 月 92.6％、7 月 93％、8 月 94％、9 月 95.2％、10 月 94％、11 月

95.2％、12 月 94.6％、2019 年１月 96.5％、2 月 96.2％、3 月 98.3％、４月 84.4％、5 月 94.58％、6 月 96.5％、7 月

96.8％、8 月 97.3％、9 月 97.8％の以上の結果となった。 

【考察】 

月別で 4 月に受講率の低下が見られた、これは各所属での新入職員が採用されたのと配置転換によるものと予測される。

全体の約 1 割 180 名程度の職員が BLS の未受講、もしくは有効期限が過ぎているので、院内での予測出来ない心肺停止患

者への初期対応に影響がでる可能性がある。2019 年においては新入職員に対する BLS 講習会が 6 月の開催となり、4 月・

5 月と 80％台の低水準が続いた。しかし 2020 年では 5 月に新入職員全体に対しての BLS を実施した結果、94.5％受講率

は上昇した。この結果から入職後早期の BLS 受講が必要と予測されるため、各所属へ配置される前に新入職員全体へのオ

リエンテーションに組み込むことが重要と考えられる。 

月別を年度で見ると、年度末に向けて右肩上がりの結果となった。これは BLS の実行状況や受講者状況を測定し監視す

る体制の構築が組織で達成されているからと考えられる。重要なのはシステム作りと継続である。 

95％前後の受講率を推移しているが、一定の未受講や資格更新を実施しない職員が散見される。これは、中途採用者をは

じめとして研修やローテーションなどで短期的に勤務する職員、身体的理由や家庭の事情など、仕事以外での環境的要因が

推測された。今後は、中途採用者やローテーションなどは入職時のオリエンテーション時に BLS 講習を実施し、環境的要

因では状況に合わせた受講しやすい環境を提供するのが必要である。 

【まとめ】 

高水準の一次救命講習受講率を達成させるためには、入職時早期の BLS 受講。管理体制の構築。受講者の受講しやすい

環境作り。以上が必要である。 
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A8 体外循環シミュレータを⽤いた模擬⼿術トレーニングの検討 
〇西辻 拓馬、渡邊 啓明、遠山 佳依、竹山 知希、徳嶺 朝子 

近畿大学生物理工学部医用工学科 

【緒言】 

人工心肺教育にシミュレータを利用する報告が増えている。シミュレータを利用した技能の定量化とその応用は望まれる

が、報告例は多くはなく、今後シミュレーションに基づく評価から効率の良い教育手法の考案が望まれる。本報告では、演

者らが開発している体外循環教育用シミュレータ ECCSIM を利用し、定型シナリオおよび模擬手術トレーニングを実施し

たので報告する。 

学内実習において教育シミュレータを適用し、教育効果を検討する。 

【方法】 

単一の臨床工学技士養成学校(大学)カリキュラムである「生体機能代行装置学実習」において循環領域実習の総括として

ECCSIM を適用した実技試験を行った。個人実技試験として貯血槽液量および送血流量の維持課題の後、グループ実技試

験として 3 名 1 組の模擬手術を実施した。またグループ実技試験の前後で時点の緊張度を 10 段階で質問した(試験ではない

実習時を 5 とする)。 

【結果】 

貯血槽液量維持・送血流量維持の基本手技操作は達成度が高く(88 % (14/16))、模擬手術では全グループがトラブルなく操

作を終了できたが、生体情報の維持課題では作業成績はグループ間で操作成績の差を確認した。グループ実技試験前の緊張

度は平均 7.8(n=18)であった。 

【緒言】 

客観的に評価を行えるトレーニング・システムは、より大きな訓練効果を期待できる。手技操作などの定型トレーニング

は有用であるが、臨床経験と課題達成度の間には特異的な差がないことは既に報告されている。生理学的知識と患者状態の

認知から、それを判断し、実行する能力を評価するには、生体の状況を再現できるシミュレータを用いた定期的訓練の実施

が不可欠である。 
 
 

A9  ALS アシスタントコースの現状と今後の課題 
〇内藤 茜 1）、吉野 暁子 1）、岸田 全人 2）、根本 学 3） 

1）埼玉医科大学国際医療センター 看護部、2）埼玉医科大学国際医療センター 教育支援センター、3）埼玉医科大学国際医療センター 

救命救急科 

【はじめに】 

当院では 2019 年より Advanced Life Support（以下 ALS）アシスタントコースを開始した。従来の二次救命講習会の標

準化されたプログラムでは自らがリーダー的立場となり実施していることが多く散見される。しかし、実際の臨床場面では

看護師が医療チームのリーダーとなり、薬剤投与の指示を出したり、電気ショックを施行したり、検査オーダーを出すこと

は現実的ではない。二次救命講習会を体験することで「アルゴリズムの理解」や「チーム医療」を学ぶことは他職種にとっ

ても多くのメリットがあることは経験している。しかし、初療室や集中治療室以外の看護師は、「心肺停止」に遭遇するこ

とは少なく、いざその場に居合わせたとき、自分が何を行うべきかわからず不安に感じる事が多い。その点に注目し、看護

師が実際の職域に準じた役割を理解でき行動できるようなシミュレーショントレーニングは出来ないかと考え今回コースを

立ち上げるに至った。 

【目的】 

患者急変時に心肺蘇生法が必要な状況下において、看護師としての役割をシミュレーションを通して経験し理解すること

で臨床現場に活かせることを目的とした。 

【方法】 

臨床現場で業務リーダーを担うであろうラダーⅢ以上の看護師を対象。内容は一次救命処置、気道管理、モニター除細

動、二次救命処置とし、従来の他の二次救命講習会とは違い、看護師の立場として実臨床で実施できる「診療の補助」に焦

点を当てたシミュレーションを実施。その後筆記試験とアンケートを行った。 

【結果】 

2019 年 6 月から 2020 年 2 月まで計 13 回コースを開催し、受講者数は 44 名であった。当初 170 名前後の受講者を見込

んでいたが、3 割弱の結果となった。内訳は 7 割がラダーⅢ取得者、3 割がラダーⅣの取得者で一般外来や一般病棟に所属
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する看護師の参加が多かった。受講動機では「外来ではあまり急変対応はないが、可能性はあるので勉強したいと思った」

等の意見が聞かれた。 

【考察】 

今回「診療の補助」に着目した看護師に特化した ALS アシスタントコースを開発し開催した。医師向けには ALS コース

を別途開催し約 8 割の医師が受講をしている。二つのコースは整合性を図っており、同一の状況設定やアルゴリズムを用い

ている。臨床現場での職種に応じた役割を理解し実践することで、連携のとれた治療が行われると考える。 

 対象人数では、医師と看護師の母数の差がある。医師は 287 名に対し、看護師は 920 名である。今回対象者をラダーⅢ

以上としたがその条件を満たす看護師は 296 名。受講率を上げるにはコース開催の宣伝や、類似コースとの選別化を図る

必要があると考える。また、多忙な業務との兼任での指導は負担となるため専任の看護師が必要かもしれない。 

【今後の課題】 

受講後に心肺停止に遭遇した看護師への実態調査を行い、シミュレーションの効果を確認したい。 
 
 

A10 オンラインシステムを利⽤した医学⽣に対する BLS 指導と評価 
〇川村 勇樹 1）、石橋 敬一郎 1）、作山 洋貴 2）、高平 修二 2）、山田 泰子 1）、辻 美隆 1）、森 茂久 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 

【背景・目的】 

新型コロナウイルスの流行より，埼玉医科大学では医学部１年生を対象とした対面形式での BLS 演習の実施が難しくな

った。そこでインターネット回線によるオンラインシステムを利用した BLS 指導を実施したのでその報告をする。 

【方法】 

2020 年度 埼玉医科大学 医学部１年生 133 名を対象とし，133 名を５グループに分けて指導した。本学では以前からイ

ンターネットによる LMS の一つである WebClass を利用していたことから出席の確認，指導で使うプリントの配布, 書き

込んだファイルやアンケートの回収にこれを利用した。当日，学生には WebClass で指定した Zoom ミーティングに参加

してもらい，教材用として作成した動画に沿って BLS の手技の練習を進めた。その後， Zoom ミーティングを少人数グル

ープに分割するブレイクアウトセッション移行して，学生同士でのグループ練習の時間を設けた。受講後，各学生に練習し

た自分のパフォーマンスを動画撮影して提出してもらった。 

【結果・考察】 

マネキンを使った実習ができないため,胸骨圧迫などの細かい質について評価することは難しいものの, 手順などの確認に

関しては画面を通しての指導や, 学生から提出された動画を視聴することで評価することが可能でありフィードバック指導

もすることができた。こうした遠隔での実技指導においては 一方的に動画を流すだけなく, 双方向性のコミュニケーショ

ンが可能な状態での指導がより効果的であった。 

【結語】 

今後, このコロナ禍が収束したとしてもオンラインによる教育は広まっていくと考えられる。その場合，BLS の様な実技

指導に関わらず, 受け手である学生・受講者も対面の環境と同様，教師・講師に見られているという感覚を意識させること

が遠隔授業を効果的にする要因になると感じた。 

 

 

 

A11 事例中⼼の⺟性看護学各論授業展開とアセスメント能⼒への⾃信の変化 
〜記録検討クリティカルパス委員育成の取り組み①〜 

〇長嶺真子 

医療法人おもと会大浜第一病院 看護管理室、 

【背景】 

当院の記録検討クリティカルパス委員（以下、委員）は各病棟から選出され、看護の質保障・看護の成果が可視化できる

ことを目的に看護記録の記載方法の標準化などを目指している。2020 年度の委員は部署異動や急な退職などで、卒後 3 年

目の看護師が 6 割を占めていた。さらに、看護記録に関わる委員活動が初めてで、委員会規定の確認やクリティカルパスの

作成法など勉強会を実施しながら活動を始めた。部署の看護記録に関するリーダーとして委員会活動を継続するには、委員

と記録監査を行う看護師の育成が重要と考え、看護記録の監査評価基準を作成し、活用に向け取り組んでいる。 
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【目的】 

看護記録の監査評価基準を活用し、形式的監査と質的監査を実施、評価・各部署へのフィードバックができる委員の育

成。 

【対象】 

急性期４病棟、ＩＣＵ、回復期リハビリ病棟の委員 9 人 

【期間】 

2020 年 9 月～2021 年 2 月 

【方法】 

1. これまでの監査形式部署の看護師全員が監査を行う 

（1 スタッフが対象患者 1 名（短期入院患者を除く）を選定し、改定前の監査表の大項目のデータベース、問題リス

ト、看護計画、経過記録（全項目 23）を用いた。 

2. 11 月中旬までに看護記録の形式的・質的監査の基準（案）を作成する。 

3. 委員会で監査評価基準（案）の承認を得る。 

4. 看護記録の監査評価基準を用いて、1 委員が 1 看護師の看護記録監査（以下、記録監査）を各部署で実施 

5. 趣旨を説明し、各病棟の看護主任教育担当に支援を協力依頼する。 

6. 監査結果は、データをグラフ化し、委員・看護主任教育担当に報告する。 

【結果】 

記録監査 1 回目（評価基準なし、支援介入前）委員は各部署で記録監査を実施した。 

期限内に記録監査を実施できた部署は 2 部署、記録監査の準備・スタッフへの周知ができず、提出期限に間に合わなかっ

た 3 部署、記録監査の実施について忘れていた 1 部署 

Ａ病棟（監査総数 15 件）⇒ 看護記録の評価で良い合計数 280、不十分 104、未記入 22 

Ｂ病棟（監査総数 19 件）⇒看護記録の評価で良い合計数 295、不十分 38、未記入 8、 

2 部署の監査集計の結果、未記入項目の多くは①社会的問題に関わる看護計画が立案されていない。②多職種との検討結

果の記録がない。③心理・社会的面の経過が記録されていないであった。1 回目監査後の委員会では看護記録の内容につい

て「看護問題が患者の状態とずれる」「患者や家族の意思・希望に関する記録」が少ないなどの状況報告があった。 

【考察】 

2020 年度の監査 1 回目はこれまでの記録監査表を用いて、各病棟で監査を実施した。はじめて委員活動の監査集計のデ

ータ化を実施するメンバーが多く、部署の看護記録の現状を分析・評価・部署へのフィードバックが十分できなかったと思

われる。また、これまでの記録監査用紙は形式的傾向が強く、質的監査内容の課題があった。しかし、監査を終えた部署か

ら、監査表の項目に関する問題視はなかった。委員や看護師は統計処理に終始し、記録監査が目的となり、記録監査項目の

分析に至らなかったと考えられる。現在、新人を含め看護師全員で監査の実施方法を行っているため、評価視点の基準が十

分でないことが考えられる。今後、各病棟の看護記録の課題を具体的に共有し、記録監査評価基準を用いて記録監査を継続

する仕組みの中で、委員を支援することが看護記録の質向上に役立つ。 

【結語】 

看護記録の問題点としては、入院時の看護プロファイル（データベース）の患者情報をアセスメントに結びつけて看護展

開を行えていない現状が推測された。記録監査を実施している看護師は評価基準がないため、各々の解釈や経験知で評価し

ていると思われる。 
 

A12  COVID-19 パンデミック下における産業医科⼤学救急科のオンライン臨床実習の試み 
〇濵田千枝美 1）、蓑田恒平 1）、成澤学 1）、真弓俊彦 2） 

1）産業医科大学病院救急科、2）産業医科大学救急医学講座 

【背景】 

   6 年生診療参加型実習（Clinical Clerkship：以下 CC と略す）とは学生が診 療チームに参加し、その一員として診療

業務分担、職業的知識・思考方法・技能・態度の基本的方法を学ぶことを目的としている。CC における内容やプログラム

は大学や診療科によって異なる。 

  COVID-19 流行以前に実施されていた本校における救急科の CC では、４週間で救急外来や病棟などで医師や多職種とと

もに診療チームとして初療から参加しながら実習を行ってきた。 
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   しかし、今年度は病院実習開始予定の 1 週間前に COVID-19 流行・クラスター発生により急遽、４週間の在宅実習に変

更となった。そのため、救急科の在宅実習を開発実施した。 

【目的】 

   本年度実施した当院救急科在宅実習を分析、評価して来年度以降への改善点を明らかにする。 

【方法】 

   本年度、実施した救急科在宅実習はインストラクショナルデザインを用いて設計した。実習における目標・評価方法・

学習内容に関しては学生と教員と話し合いを行い立案した。オンライン実習には Zoom を使用し、学生との日常の連絡や教

材の共有・テストなどは Slack・Moodle などを活用した。オンライン実習においては、実際に教員が模擬患者となった。

学生はオンライン上で救急隊からのファーストコールから受け、その模擬患者が院内に到着してからの初期評価から転院ま

でを受け持った。オンライン上でも日々の診療の過程と同じ状況を可能な限り再現できるよう簡易カルテに診療録などの記

載、検査データや画像・心音・呼吸音などの音源なども活用した。多職種連携として看護師、リハビリ課、ケアマネージャ

ー、M SW、などとの報告・連絡・相談・カンファレンスなども日々Zoom の中で実践した。 

【結果】 

   知識に関しては、全員合格であった。また、CC 後に行われた POST CC OSCE 救急科課題も全員が合格であった。現

在、在宅実習アンケート・ヒアリングを集計・分析中である。発表当日は、改善点などを明らかにする予定である。また、

この改善点を踏まえ、今後、全オンライン、短時間実習型などの柔軟性を持たせた実習内容や他大学への共有化について述

べていく予定である。 
 
 

B1  LMS を活⽤する訪問看護実習代替教材の設計と評価 
〇小池 啓子、海野 文子 

埼玉医科大学短期大学 

【背景】 

2020 年度 4 月、Ａ短期大学の在宅看護学領域では Covid-19 感染拡大の影響を受け、臨地実習（以下、実習）開始時期の

遅延に伴う実習施設の確保が困難となることを予測し、訪問看護ステーション実習代替に学習管理システム（Learning 

Management System、以下 LMS）の活用を決断した。従来の A 短期大学の訪問看護実習は 5 日間で、受け持つ利用者

（以下、利用者）の看護計画立案、訪問、振り返り、計画修正の過程の中で居宅等における看護を実践する。しかし、

LMS 上での学習は、従来の実習と全く同等の機会を得ることはできない。そのため、LMS 上で可能な学習内容と習得困難

な学習内容を洗い出し、LMS 上で学習可能な課題を実装することが必要となった。従来どおりではなくとも学生の学びを

止めないひとつの方略として LMS 上に設計した実習代替の概要は次の通りである。 

1. 実習前準備：実習目標の一部変更に伴う従来の実習と LMS 上の実習の相違点、一致点を明確に示す、進め方を可視

化する、学習の構成要素を可視化し例示する、質問を受け付ける、LMS の取り扱いを練習する。 

2. 実習中：2 年次の学内実習でシミュレーションした利用者の居宅に継続的に訪問する設定とし、日々変化する利用者

の身体、精神、住居環境、家族への対応を含む教材、動画リンクを実装、学習を誘導する。LMS 上で看護師への報

告、カンファレンス、学生間相互講評を繰り返し、フィードバックをする。 

3. 実習終了時：本実習の学習目標到達、学習転移の可能性を自己点検及び学生間で講評する。 

この実習代替への学生からの評価を分析し、教材改善の示唆を得ることで継続的に活用できる実習代替の仕組みになる

のではないかと考えた。 

【研究目的】 

本研究の目的は、LMS を活用した実習代替を履修した学生からの授業評価を分析することで、学生の学びやすさに焦点

をあてた LMS 上における授業デザインの要点を明らかにすることである。 

【方法】 

DBR (Design Based Research) 

1.設計した実習代替の教材を授業評価をもとに質的に分析、評価し、学生の学びやすさと困難感に影響した教材および教

授方略を分析する。 

1)学習目標代替の妥当性, 2)学習目標到達および学びやすさに影響した教材および教授方略, 3)学習過程で学生が困難と感

じた教材および教授方略 
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2.LMS を活用する実習代替の授業デザインの明確化 

【結果】 

実習終了時の授業評価を項目ごとに「とてもそう思う」「そう思う」「どちらともいえない」「あまりそう思わない」

「全くそう思わない」の 5 段階で回答を得た。「とてもそう思う」「そう思う」に高率を示した項目は、“実習に意欲をも

って取り組めた”、“実習終了時の達成がある”、“LMS 上の教材はとりくみやすかった”、“LMS 上の実習代替の教材

に没入した”、“1 日当たりの教材量は適切であった”、“LMS 上であっても実習グループに所属して活動している感覚

があった”であった。一方で低率だった項目は“次に続く臨地実習への強みが明確である”と、反転設問の“LMS 上の教

材の難易度が高い”であった。 

【考察】 

LMS 上の教材の中で変化する利用者の看護計画立案、相談、修正、居宅等で暮らす人への災害時の支援や、アクシデン

トへの対応などに学生は取り組んだ。その結果、学生は利用者の看護計画を基盤に、リアリティのある状況への対応を求め

られ、学習課題に没入し達成感、満足感を得たと考える。また、LMS 上で非同期学習をする中で、自分の学習スタイルを

見直す機会を得ていた。さらに、LMS 上の掲示板機能を使用し、学生間の相互支援を要する教材では、相互に承認と助言

をしあい学習の活性化に大きく影響し、所属の欲求を充足させたと考える。LMS 上で実践が困難である運動技能の習得を

除く学習活動は LMS 上に教材を代替し、補填または学習の深化に効果的であることがわかった。 

【結語】 

到達目標を明確に示し、学生の経験を使い、リアリティのある教材と学生の相互支援を活性化させる教材を実装すること

で LMS 上であっても学生は満足感や達成感を得ることができる。さらに、従来の実習での活動に含まれる計画立案、修

正、評価、報告、カンファレンスに相応する学習活動の代替は可能であることが示唆された。 

 
 

B2 医療機関に勤務する救急救命⼠の介護技術に対する教育需要の調査 
〇佐藤 直 1）、鳴海 圭佑 1）、中川 貴仁 1）、福士 尚葵 2） 

1）弘前医療福祉大学短期大学部救急救命学科、2）弘前医療福祉大学短期大学部介護福祉学科 

 

内閣府の「令和 2 年版高齢社会白書」によると、令和元年 10 月 1 日現在、我が国の総人口に占める 65 歳以上の割合は

28.4％になり、著しい増加傾向にある。その影響は医療分野にも出ており、総務省消防庁の「令和元年版救急救助の現況」

によると、平成 30 年中の救急自動車による救急出動件数は 660 万件を超え、過去 多となった。搬送人員の内訳では高齢

者が 353 万件と 59.4％を占めているのが現状である。来る 2025 年には団塊の世代の約 800 万人が 75 歳以上になり、高齢

者の医療や介護の需要がさらに増加することが見込まれている。それに伴って、今後の救急救命士はさらに高齢者の救急搬

送に関わる頻度が増えていくと考えられる。消防機関に所属する救急救命士はメインストレッチャーやスクープストレッチ

ャーなどの専門的な搬送器具を使用し医療機関まで搬送する。一方で、医療機関に所属する救急救命士は、車いすに乗った

患者を移動させ、車いすからベッドに移乗させるなど基本的な介護技術が日常的に求められている。しかしながら、救急救

命士学生教育カリキュラム内には車いすやベッドへの移乗などの介護技術を学ぶ演習はそう多くはない。今後、地域包括ケ

アや高齢者施設の増加により、消防救急隊においても基本的な介護技術は習得する必要があるだろう。そこで今後、高齢者

と関わる頻度が増加する救急救命士にとって大切な高齢者の心身の特性や介護技術を学ぶために、介護従事者にとって基本

的な介護技術の演習を救急救命士学生の教育カリキュラムに反映させることが肝要であると考えた。その必要性を明らかに

するために、普段の業務から患者に対して車いすなどを使用して勤務していると考えられる医療機関に勤務する救急救命士

(2018 年度～2020 年度に採用された本学卒業生 9 名)を調査対象者として選定した。本研究の目的は、医療機関で働く救急

救命士の現在の職務内容を踏まえて、学生時代に履修しておくべき演習内容や科目を明らかにすること。また、学生時代に

介護技術の演習を行うことによって、車イスやベッドへの移乗など救急救命士業務に活かされると予想される項目を明らか

にすることである。研究期間は 2020 年 11 月～2 月の 4 か月間とした。研究方法として調査対象者に対して半構造化面接

を実施し、質的記述的研究法を用いてまとめる。今回は、調査結果から救急救命士学生教育カリキュラムに提言すべき項目

を報告する。 
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B3 救急救命⼠学⽣を対象とした応急⼿当普及員を取得した学⽣の指導前後における意識の変化に関する調査 
〇鳴海 圭佑、佐藤 直、中川 貴仁 

弘前医療福祉大学短期大学部 救急救命学科 

【背景】 

本学科では救急救命士学生が市民に対する応急手当普及啓発活動の一助となる活動として、地元消防機関から認可を得て

応急手当普及員の資格を取得し指導者として普通救命講習会に参加する取り組みを行っている。消防機関が開催している応

急手当普及講習会は、内容や時間によって多様で普通救命講習や上級救命講習、救命入門コースなどがある。学生は応急手

当普及員として普通救命講習の指導者として指導を行っている。応急手当普及員は、住民に対する普及講習が計画的、効果

的に行えるように応急手当に関する知識・技術及び指導方法等について救急医療の進歩に合わせた指導ができるよう常に研

鑽を積まなければならない。学生は、一定の知識・技術は有しているが指導経験が不足している事から、指導技法の習熟が

急務であると考える。 

【目的】 

学生はすでに授業カリキュラムの中でシミュレーション演習を通じて資格取得過程で指導技法を履修しているが、資格取

得後の指導技法や知識・技術のスキル維持は基本的に個人に一任している。そこで、指導前後における意識の変化に関する

質問紙調査を行う事で一定の知識・技術を持つ学生が、指導時に直面した課題や年代・性別、講習会の時間等で意識に変化

があるのかを明らかにすることが目的である。 

【方法】 

2020 年 4 月 1 日～2020 年 12 月 31 日の期間内で普通救命講習会に指導者として参加した本学の学生 42 名を対象に指導

前後に質問紙調査を実施した。調査項目は、応急手当指導者標準テキストの「指導者が身に付けるべき知識と技術」の項目

に沿った質問内容とした。 

【結果】 

上記の期間で実施した普通救命講習会における指導前後で行った質問紙調査の結果を報告する。 

 
 

B4  演題取下げ 
 

 
 

B5 ICN 災害看護コンピテンシーVer.2 を⽤いた災害初動看護コンピテンシー評価項⽬の検証 
〇堀内 美由紀 1）、清水 佐知子 2）、松葉 龍一 3）、宮崎 誠 4） 

1）奈良学園大学、2）武庫川女子大、3）熊本大学教授システム学研究センター、4）帝京大学 

【目的】 

文献および臨床看護師の現状レビューに基づいて抽出した災害看護コンピテンシー評価項目の整合性を ICN 災害看護コ

ンピテンシーVer.2 を用いて確認することを目的とした。 

方法 21 世紀 COE プログラムによる災害看護コアコンピテンシー（兵庫県立大学）87 項目（以下，コアコンピテンシ

ー）から「臨床看護師」「災害初動」に関連する 50 項目を抽出し，4 件法を用いて WEB アンケートを作成した。便宜的

に抽出した近隣 6 医療機関の臨床看護師（推定 1680 名）に調査を依頼した。各項目得点の天井効果（mean + SD > 5）と

フロア効果（mean－SD < 1）を確認した。項目分析で整理した項目に対し， 尤法，バリマックス回転による探索的因子

分析を行った。因子数は固有値およびスクリープロットによって判断し，共通性，パターン行列，全分散を確認し，下位尺

度の因子を解釈して因子を命名した。下位尺度毎に得点を算出し，役職・経験年数別３カテゴリー（役職あり／役職なし・

経験年数 5 年以上／役職なし・経験年数 5 年未満）別に Kruskal-Wallis 検定（Bonferroni 法）で比較した。全ての分析

で有意水準は 5％を採用した。  

【結果】 

107 名より回答を得た（回収率 6.4％）。項目内容，項目数を検討し，解釈可能性を考慮したうえで， 終的に累積寄与

率 61.971 を示す 6 因子 27 項目を災害初動における臨床看護師に求められるコンピテンシー 評価項目の構成因子として採

用した。第 1 因子は，「災害の状況に応じて、自己の二次被害を回避する行動ができる」「日常から非常時への、体制と行

動の切り替えができる」など 9 項目が含まれ，【災害時体制下での自己の役割の認識と適切な行動】と命名した。第 2 因子

は，「災害時の看護実践から得られた課題や疑問の解決に向けた行動を起こすことができる」などの 6 項目が含まれ，【研
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鑽する基本能力】と命名した。第 3 因子は，「被災地で発生する医療保健ニーズに関する情報を集約できる」などの 4 項目

が含まれ，【初動期のケア体制整備に関する実践能力】と命名した。第 4 因子は，「災害時に対応しうる自己の知識・技術

および権限を認識し、またその限界を自覚して行動できる」などの 4 項目が含まれ，【初動期における災害看護の基本的姿

勢】と命名した。第 5 因子は，「災害時に必要とする情報収集を行い、ケアニーズについてアセスメントできる」などの 2

項目が含まれ，【初動期の看護問題抽出能力】と命名した。第 6 因子は，「被災者の意思決定を支えるのに必要な情報が把

握できる」などの 2 項目が含まれ，【被災者の意思決定を支える力】と命名した。本研究における 27 項目全体の

Cronbach’s α係数は.952，各因子ではα = .837～.904 であり内的整合性が保たれていた。 

【考察】 

国際看護師協会（ICN）は 2019 年 12 月 ICN 災害看護コンピテンシーVer.2（以下 Ver.2）を発表した。Ver.1 と大きく

異なる点は，3 つのレベルに分けてコンピテンシーを示したことである。本研究においても，経験年数や役割でコンピテン

シー修得状況に有意差があり，レベル別コンピテンシー提示の方向性は支持されるものと考える。レビューに使用したコア

コンピテンシーは 5 つの領域に分かれており，そのうち 4 領域から抽出されている。それらを因子ごとに Ver.２と照合す

ると，第 1 因子【災害時体制下での自己の役割の認識と適切な行動】は，ドメイン 3 『災害対応システム』， ドメイン５

『安全保障』に包含され，初動における指揮命令系統の遵守や安全確保の重要性を示唆している。第 2 因子【研鑽する基本

能力】は，ドメイン 1『備えと計画』の「知識の更新」，ドメイン 2 『コミュニケーション』の「観察や体験したことの記

録」，ドメイン 3 の「評価の活用」に相当する。第 3 因子【初動期のケア体制整備に関する実践能力】は，ドメイン 2 

『コミュニケーション』，ドメイン 6『介入』における「情報集約と活用」に合致する。第 4 因子【初動期における災害看

護の基本的姿勢】は，ドメイン 2『コミュニケーション』の「看護対象者の多様性の認識」，ドメイン 8 『法と倫理』にお

ける「権限と役割の遵守という基本姿勢」に含まれている。第 5 因子【初動期の看護問題抽出能力】は，ドメイン 5 『評

価』，第 6 因子【被災者の意思決定を支える力】は「個人の本来持つ力を回復させる看護」と捉えられ，ドメイン 7 『回

復』に相当する。 

【結論】 

本研究により我々が提案する災害初動期における看護コンピテンシーが ICN 災害看護コンピテンシーVer.2 と整合性を有

していることが示唆された。 
 
 
 

B6 ブレンデッドラーニングを⽤いて知識の習得と⾃信を持たせるための学習設計  
〜V-V ECMO 挿⼊介助動画の作成〜 

〇後小路 隆 1）、苑田 裕樹 2） 

1）社会医療法人 陽明会 小波瀬病院、2）日本赤十字九州国際看護大学 

【はじめに】 

A 病院では、令和 2 年の初旬より COVID-19 感染症（以下コロナウイルス感染症）の大流行により、重症呼吸不全患者

を対応するために専用病棟を設置し、専従の看護師も配置した。V-V ECMO 挿入患者の対応も想定しマニュアルなどの見

直しを行ったが、配置された専門看護師には、集中治療室の経験もなく、人工呼吸器の取扱も不十分なスタッフがいたた

め、既存のマニュアルでは挿入時の処置介助に大きな不安を口にしていた。そこで、不安を抱えている看護師の自己効力感

を向上させるマニュアル作成が必要であると考えた。 

【目的】 

看護師の知識の習得と自信を持たせるためのマニュアル作成 

【方法】 

既存のマニュアルは、活字ベースのマニュアルであったため、より視覚的効果を得る目的で動画作成を実施した。動画は

実際に使う物品を使用し、医師、看護師役を設定し、物品の準備から挿入までを撮影した。重要なポイント部分に関して

は、動画内に注視部分を設けポイントの部分に挿入した。看護師への既存のマニュアルと動画マニュアルを配布し、マニュ

アル確認後、実際に使用する物品を使用し、デモンストレーションを実施し、スキルのチェックを行った。 

【結果】 

終了のインタビューでは、既存の活字のみのマニュアルでは理解できなかった部分や物品のプライミング方法など見て知

ることができてよかったや、挿入の流れは活字のマニュアルではイメージできなかったので、介助に着くときの自信につな

がった、動画であれば家でも学習できるなどの意見が認められた。一方で、実際の介助につくにはまだ、不安があるなどの

意見も認められた。 
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【考察】 

動画のマニュアルは、視覚的に理解を得ることだけでなく、実際の流れを理解できるため効果的であったと考える。また

誌面でのマニュアルと同等の情報量が動画で得られることが、受け入れやすいことも利点であったと考える。しかし、実際

の介助につくには不安を訴える看護師がいることはまだまだ誌面、動画マニュアルともに改善することが必要であり、不安

解消に向けて更なる取り組みが必要であると考える。 

【結語】 

動画マニュアルの作成は、知識の習得と自信を持たせることに寄与していると考えるが、さらなる改良が望まれる。会場

の皆様から多くのご意見をいただければ幸いである。 
 
 
 

B7 ⾃⼰調整学習を促す⼤学院看護学研究科における授業実践 
〇杉木大輔 1）、松島久雄 1）、板倉朋世 2） 

1）獨協医科大学埼玉医療センター救急医療科・救命救急センター、2）獨協医科大学看護学部基礎看護学 

【背景】 

A 大学看護大学院のフィジカルアセスメント科目では，クラウド型学習管理システムである Google Classroom を 2018

年度から導入している．事前の授業内容告知や資料の共有、学生の振り返りや質問の受け付け、担当教員間の情報共有に利

用し，その有用性については以前に報告した。本科目は患者の背景や症状から予測を立て、身体所見を中心に患者の初期状

態の評価、判断、今後のプラン策定と報告ができることを目標とし、講義はせずに，シナリオ型シミュレーションと振り返

りが中心の授業を展開している。その中で自律的に学ぶことを推奨はしていたが，授業内では特に触れることはなかった．

学生を自律的に学べる人に育てるためには，それを意識した支援が必要であり，少しずつでも科目内容を教えると同時に自

律を支援する要素を入れていくことが重要と言われる．学生を自己調整学習者，自己主導学習者として成長できるような仕

組みを科目に取り入れ，試行したので報告する．  

【方法】 

A 大学大学院に在学し、フィジカルアセスメント科目を選択した臨床経験のある 3 名の学生を対象とした。毎回の授業の

進め方は，事前学習の確認(知識確認テスト、課題と自己学習の確認) ，前回の内容の確認と質疑応答，本日の目標 の確

認，シナリオシミュレーション，評価表でのフィードバック，授業後の振り返りと疑問の抽出としている．この中に，自己

調整学習のプロセスである予見（目標設定，自己効力感），遂行（シミュレーションの施行，動画を用いた自己モニタリン

グ），自己内省（自己評価，振り返り）の３段階のフレームを毎回の授業前後を含めて繰り返し実践してもらうこととし

た． 終回に自己調整学習について解説し，科目終了後にアンケート調査を実施した． 

【結果】 

本科目における学生の評価は毎回のシミュレーションの評価，振り返りを含めた課題の提出状況，従業の出席状況で判断

した．対象となった 3 人は評価条件をクリアし，合格となった．学生全員からアンケートを回収でき，科目全体の満足度は

非常に高く，講義のみ授業と比べやりがいがあり，有意義であったと感じていた．毎回の振り返りやアクションプランの設

定は全員が非常に効果的であったと回答した．自由記述では，振り返りや自己学習が与えられたものではなく、自分自身で

考え、探していく方法であったため大変さはあったが、そのことが学びを深めてくれたという意見や，答えは自身で考えて

いくものであると分かっていながらも体系的に教えてもらいたいと思っていたが、授業を通して、自分自身がどのように考

え、学習を継続して自分自身で行っていくものであるということを再認識できたという意見が得られた． 

【考察】 

授業では講義を一切行わず，事前にテーマに関するフィジカルアセスメントについて自己学習し，シミュレーションで実

践した後にギャップを認識し振り返るという内容であったが， 終日に試験は行わない形式としたため，毎回学生は真剣に

取り組み，有意義であったと感じていた．授業時間外に学生同士の教え合いや意見交換も行われているため，毎回の取り組

みに影響を与えた可能性はある．今までに学生が経験したことのない授業展開で，自己学習が中心であったためにやりがい

を感じていたと推察される．しかし一方で，授業準備も含め学生への負荷が多い可能性もあるため学生の様子を見ながら調

整していく必要がある． 

今後は科目の中間で自己調整学習の各段階を自己評価するステップを取り入れ，自己学習にかける時間などを調査しつ

つ，科目後半への学び方に関するプランを立ててもらい，自己学習量も調整する予定である．  
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【結語】 

一つの科目でも自己調整学習を体感できる授業を組み立てることにより，学生は自分の学び方を振り返ることができ，自律

した学習者となれるよう支援できる可能性が示唆された． 
 
 

B8  オンラインセミナーで学びを深めるための開催⽅法の⼯夫と結果  
〜コロナ禍での第 46 回まなばナイト開催経験から〜 

〇大石 奨 1)、天野 裕香 2)、佐久間 あゆみ 3)、松浦 健二 4)、鈴木 真保 5)、鈴木 克明 6)  

1)熊本大学教授システム学研究センター・豊田市消防本部、2)医療法人慶睦会千手堂病院、3)東京都済生会向島病院、4)小牧市消防本

部、5)熊本大学大学院社会文化科学教育部教授システム学専攻、6)熊本大学教授システム学研究センター 

【はじめに】 

熊本大学大学院教授システム学専攻（GSIS）同窓会は、まなばナイトという企画を各地で 2 か月に 1 回開催し、中部

地方でもそのうち 1 回を開催している。この企画は、「効果的、効率的、魅力的な 学習環境を提供するにはどうしたら良

いか？」「従来の学びを革新的で創造的な学びに変えたい！」などを日々考えている人たちが集い、和やかな雰囲気で対話

しそれぞれの「問題解決の糸口」を見つけ問題解決に向けて行動を起こす「きっかけ」を参加者で作り出す場としている。 

【目的】 

オンライン形式での第 46 回まなばナイトの開催の工夫を報告するとともに、参加者の事後アンケートを分析する。 

【方法】 

開催形式は、これまでは飲食店貸切で参加者は飲食をしながら参加していたが、コロナ禍のために変更を余儀なくされ

Zoom でのオンラインを用いた。今回のテーマは、『「学習者中心の教育を実現するインストラクショナルデザイン理論と

モデル」を読んで～コロナ禍でのいま、監訳者 鈴木克明先生に聞きたいこと～』とした。集合形式ではスピーカーからの

テーマをもとにした話題提供後、参加者同士がグループワークしながらディスカッションする方法を取っていた。しかし、

今回は直接対面での意見交換ができないオンライン環境でありディスカッションを盛り上げるために以下の工夫を取り入れ

た。 

① 書籍を読んでの事前課題（1）私が一番興味を引いた部分（2）私の仕事で活かそうと思った具体策（3）私からあなた

への提案（4）監訳者 鈴木克明先生に聞きたいことをワークシートに記載 

② Zoom ブレイクアウト機能を用いた小グループで、GSIS 関係者がファシリテートしながら事前課題の内容をディスカ

ッション 

③ 質問はそれぞれが発言するのではなく、web 掲示板を用いて取りまとめて事務局が発表 

【結果】 

2020 年 8 月 22 日（日）午後 6 時～午後 8 時 30 分に実施した。参加者の募集は GSIS 関係者メーリングリストの他

に、ASAGAO メーリングリスト、SNS 等で拡散を行い 59 人の参加があった。そのうち 32 人から web 事後アンケートの

回答を得た結果を示す。職業は、教職員 15 人、医療従事者 8 人、会社員 5 人、その他 4 人。住まいは、関東 10 人、九州

沖縄 9 人、近畿 5 人、その他 8 人。まなばナイト参加回数は、1 回 11 人、2 回 7 人、3 回 3 人、4 回 4 人、5 回以上 7 人。

GSIS 関係者は 15 人、その他 17 人。満足度は、とても満足 25 人、満足 6 人、普通 1 人。良かった点の自由記述では「遠

方でも参加できた。」「事前に進行、課題が示され、参加者が準備して臨んでいたため、グループワークも活発な意見が出

た。質問を考えるワークも Docs を使い、進行もいい具合にまとめてくれていた。」「多くの方としっかり対話できたこ

と」等があった。改善すべき点の自由記載では「zoom で継続する場合は，氏名に加え，所属や◯期生，外部生等の別を表

示することをルール化してはどうかと思う」「今や ZOOM は使えて当たり前なのでしょうが，会の流れに沿ったガイド

（操作を含めた）があるとより安心して参加できるかと思います．」等があった。その他の自由記載では「オンラインでな

んでもできるんだ，と素直に感動しました．楽しかったです．」「こんなに充実感のあるワークに参加できることはないく

らい，参加して大満足でした．」「楽しかったです！オンラインだと体調（妊娠中です）や託児の心配なく参加できて本当

にありがたいです。」等があった。 

【考察】 

コロナ禍でのオンラインセミナーを初めて企画運営した。これまでの集合型では愛知県及び近隣の在住者しか参加でき

なかったが、オンラインにしたことで国内外からの参加を得られた。参加の前提条件では、事前に書籍を読んでワークシー

トにまとめる課題を設定し、各自がまとめた内容をもとにディスカッションしたことはとても有用であった。今回は、この

ように前提条件を整え、Zoom のブレイクアウト機能を活用しながら全員に発言の機会を与え、それぞれが参加できる形式
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を取ったことで、GSIS 以外の参加者や初めての参加者に疎外感を与えず良い方法であった。ただし、オンラインに慣れて

いない参加者に向けては、事前の接続操作方法提示やファシリテートの方法等のさらなる工夫を取り入れていかなければな

らないと考える。 

【まとめ】 

限られた時間内でのオンラインセミナーを効果的かつ魅力的にするには、参加者が主体的に参加できる工夫を取り入れる

ことが重要である。 
 
 
 

B9 コロナ禍における⺟性看護学実習における学内実習の試案－妊婦健康診査実施の効果と振り返り 
〇松坂充子、山本久美子 2） 

埼玉医科大学保健医療学部看護学科 

【はじめに】 

この 1 年間は新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、医療系職種の教育機関の多くがその対応に追われ、模索した 1 年

であったと言える。厚生労働省および文部科学省からは、「学習活動の場」「学習方法」を柔軟に捉え、学生への対応が示

唆されていた。本学においても学内外を問わず制限が生じている状況は同様であった。なかでも臨地実習の制限は学生・教

員双方にとって大きな課題を抱える実習に臨むことが求められた。特に教員にとっては、シミュレーション学習が推奨され

てきたものの、それをいかにこれまで進めていたか、という点を考え改めて教育方法とその内容を見直す機会になったと言

える。 

この夏我々は、母性看護学臨地実習の一部として学内で外来場面を想定し、学生が関わる範囲の妊婦健康診査での実施事

例をもとにシミュレーションを行った。そこから学生の外来へのイメージと理解の違いに改めて気づく機会を得た。そこで

私たちが行ったシミュレーションとあわせ、今後の学内演習の見直しについて学生の実践とそこから得られたことを発表

し、ご意見をいただきたいと思う。 

【学内実習の方法】 

１．対象者及び科目： 

医療系大学看護学科 4 年生で母性看護学実習（2 単位）を履修する学生。学生は、2 年次の学内で妊婦健康診査について

の観察について知識は得ている。また学内演習においても、事例をもとに観察項目を挙げて一部の学生は実施してい

る。 

２．設定場面：妊婦健康診査内での学生が行う妊婦の観察 

３．実施方法： 

学内実習室において、医師の机やベッドなどを配置し外来ブースをつくり学生は事例をもとに考えた観察を 10 分の制限

のなかで実施する。 

物品は予め教員が用意したものから、使用する物を選び外来ブースに持参し使用する。 

教員はその場に同席するが、教員からは声をかけない。 

以上の方法で行った実習について報告する。 

 

 

B10 新⼈多重課題研修に対する学習者評価からの考察 
〇岩﨑 景子 

東京ベイ・浦安市川医療センター 

【背景】 

シミュレーション研修は現在進化を遂げてきている分野であり、臨床環境を模擬したシミュレーターを利用した研修が増

加している。鈴木らは、研修の魅力とは、「もっと学んでみたい」「もっと学び続けたい」と思えることであると述べてい

る。これまでの研修でも、魅力的であり、夜勤に入る前の新人看護師にとってはとても大きな研修であるという結果を得て

いた。しかし、現場ですぐに活かす効果が得られているかは不明確であった。そのため、今年度は、新人多重課題研修を受

けた結果のアンケートを分析した。 

【目的】 

シミュレーション型新人多重課題研修に対する学習者の評価から、本研修の効果を考察した。 
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【研修方法と研究方法】 

1） 当院オリジナルのシナリオで行われていた多重課題研修をもとに、研修生のゴール（目標）の設定を明確にした。 

2） 特に工夫した点は、より一日の流れの中で行われる「申し送り」のリアリティであった。 

3） 本研修を受講した学習者に向けて ARCS モデルとカークパトリックの 4 段階評価モデルを用いたアンケート調査を新

人看護師 28 名に対し、e ラーニングシステムでのアンケートを実施した。ARCS モデルのアンケート結果は、鈴木

２）が作成したアンケート案を基に、7 段階で評価した。 

【倫理的配慮】 

2019 年度当院倫理審査委員会で承認を得た。 

【結果・考察】 

注意(Attention)に関しては、「とても興味深かった」が 50％、「まあまあ興味深かった」が 21％「興味がもてた」が

25％であった。関連性(Relevance)に関しては、「やりがいがあった」のは 89.3％であった。自信(Confidence）に関して

は、「とても自信が持てた。すぐにやってみたい」が 3.6％であった。一方で「まあまあ自信がついた」が 17.9％、「少し

だけ自信がついた」が 57.1％となった。満足感（Satisfaction）に関しては、「参加してよかった」が 92.8％となった。カ

ークパトリック 4 段階評価の結果は、「このような研修を続けてほしい」に関しては、「とてもそう思う」「そう思う」が

100％であった。4「後輩に勧めたいと思いますか」には、「とてもそう思う」が 32.1％、「そう思う」が 67.9％であっ

た。「本研修で目指した目標は自分の身になりましたか」には、「とてもそう思う」は 35.7％、「そう思う」が 64.3％で

あった。「職場に行ったら本研修で得た成果を活用できそうですか」という質問に対しては、「とてもそう思う」が

25％、「そう思う」が 75％となった。 

今回のアンケート結果から、学習者の学習満足度を高める研修を設計となっていたことが明白となった。シミュレーショ

ン形式を用いることで臨床環境を想定したトレーニングの場としての効果を得られたと考えられる。しかし、一方で、自信

を高められる研修にはなっていない評価を得た。そのため、今後は、より現場で活かすことができる研修設計に修正が必要

であることが示唆された。 

【結論】 

１) 学習者の満足度を高める研修設計であった。一方で自信を高められる研修にはなっていなかった。 

２) 多重課題研修はシミュレーション形式を用いることで、臨床環境を想定したトレーニングの場としての効果を得られ

た。 
 
 

B11 看護基礎教育における⾎圧測定技術習得に向けた取り組み 
〇嶺井良恵 

学校法人おもと会 沖縄看護専門学校 

看護教員として８年間観察の技術習得に向けた授業を担当している。看護初学者（１学年）の特徴が年々変化するなか、

技術習得に向けた取り組みを工夫した。担当になった時は、前任者からの教育方法を踏襲した方法で授業を行い、技術テス

トで技術の確認を行った。しかし、学生からの授業評価で「演習と実習では測り方が違う」「緊張のあまりうまくできなか

った」などの意見や、実習担当教員から実践能力の低い学生が多いとの意見がみられ教育方法の見直しを行った。分析する

と、担当初年は技術テストで手順に沿った方法の技術修得はできたが、臨地でも型通りに患者のバイタルサインを行おうと

してできなかったという学生がおり、その場に対応できる実践能力の修得を目指した教育方法の必要性に気づいた。そこ

で、当時研修を受けていた「シミュレーション学習」でタスクトレーニングの効果をねらった血圧測定タスクトレーニング

方法に取り組んだ。学生には初対面の人とのコミュニケーションから血圧測定をすることへの緊張が和らぐと高評価を得た

が、教員からは技術面の修得の到達度が低いとの指摘もあった。臨地実習で安全安楽な技術の提供ができる保証としての技

術テストは必要と判断し、全教員の協力のもと技術テストを復活させた。しかし技術チェックリストでの評価が実践でのデ

メリットになっていたので、血圧トレーニング方法として先輩の協力を考えた。２年生や３年生は臨地実習の経験がある。

彼らの経験を１年生の血圧測定トレーニングに役立ててもらおう、また２，３年生には測定されることで基本に立ち返り学

習を深めてもらうことができる。臨地での多様な測定方法や実習での経験を伝えることで実習における心の準備もできると

した。すると期待以上に副産物として学年間の交流やコミュニケーション能力の上達などの効果があった。１年生の授業評

価を受けたが、結果「他科目との関連」77％「授業のわかりやすさ」74％「内容理解」72％と高評価を得た。今後の課題

としては、他学年との交流に対する感染対策、 終的な技術評価を実践能力向上に繋がる方法にするなどの工夫に取り組み

たい。 
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B12 看護学⽣を対象としたゴールド・メソッドの⼿法を導⼊した⼀次救命処置演習の実践 
〇岡本 華枝 

横浜創英大学看護学部 

【背景】 

看護基礎教育における救命救急処置技術について、一次救命処置（BLS : Basic Life Support、以下 BLS）の卒業時到達

度は学内では「モデル人形もしくは学生間で単独で実施できる」、実習でも「単独で実施できる」が示されている（厚生労

働省、2019）。これまで BLS 演習は、シミュレータと AED トレーナーを使用しながら BLS アルゴリズムに基づいた運動

技能を主とした実技演習を行ってきた。院内心停止の時間帯は日中より夜間帯が多く、第一発見者が看護師であることが

も多いため、適切な救命処置を実施するための必要な知識・技術・態度が求められる。いざという時に、患者の状況を的確

に判断し、迅速対応へとつなげる必要がある。そこで、心停止が前提の BLS 演習ではなく、実際の臨床現場を想定し、患

者に遭遇した際の看護師の認知技能を網羅したゴールド・メソッドを取り入れた BLS 演習を実施した。 

【目的】 

1. 看護基礎教育での BLS 演習にゴールド・メソッドの第 2 段階を取り入れ、患者が心停止である前提ではない状況を踏

まえた BLS 演習が実施可能かどうかを検討する。 

2. 看護基礎教育における BLS 演習の学習効果を高めるための今後の課題を明らかにする。 

【方法】 

A 大学看護学部 4 年次生の後期開講の救急災害看護の演習授業（1 コマ）。既存の一次救命処置（G2015）DVD 映像を

用いたシミュレータと AED トレーナー演習前の導入として、患者の心肺停止の判断を可視化する練習時間を設ける。演習

目標を、従来の「シミュレータを用いて心肺蘇生法が実施できる」「AED を安全に正しい手順で使うことができる」に

「急変前の兆候・心停止の有無を判断できる」を追加した。ゴールド・メソッドの第 2 段階「パッと見判断」を活用し、画

像や動画を用いて「意識がある」「意識がない」の判断を練習した。事前・事後テストの実施、BLS チェックリストを作

成し、演習時に活用した。 

【結果】 

4 名 1 グループとし、「急変前の兆候・心停止の有無を判断できる」を達成するために、画像と動画を示しながら「パッ

と見判断」を繰り返し行った。観察の対象となる「目」「表情」「体動」に対し、各項目の状況を判断し、発言しながら学

生間で共有することができた。毎回異なる状況や場面を示しながら、繰り返し発言してもらうことで、 終的には教員側が

学生に問いかけをすることなく、学生自ら発言することができた。繰り返し練習した後、「パッと見判断」に関連したクイ

ズを出題し、解答を得ることができた。急変予測にかかわらず患者に対面した場合に必ず行う観察であり、「意識がある」

「意識がない」を区別するために行うための根拠であることを示し練習することができた。演習用チェックリストの 1 つ目

に「パッと見た瞬間『意識がない』と判断した場合、『BLS 評価』を開始する」を追加し、シミュレータを用いた演習を

実施することができた。 

【考察】 

従来の BLS 演習の一連の流れは、意識を失っている患者を発見する場面に遭遇したら、例えば、「あっ、人が倒れてい

ます」と発言し、患者に近づき「大丈夫ですか」と声を掛けるというような、決められた BLS アルゴリズムに必要な運動

技能を練習する。今回、患者に遭遇した際に、必ずしも意識を失っているかどうかはわからない場面であると設定し、意識

の有無について根拠を持って的確に判断することを考慮した BLS 演習を実施することができた。看護学生が卒業後すぐに

患者を的確に冷静に判断し対処する習慣ができれば、実践的な看護師の養成につながると推察される。今後、演習授業だけ

ではなく普段から看護師としての視点を持つ習慣につながる方略を検討していく必要がある。 

【結語】 

従来の BLS 演習にゴールド・メソッドを取り入れ、運動技能のみではなく認知技能を網羅した BLS 演習を実施すること

ができた。 
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