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要旨

わが国の医学教育の主目的は、医科学の知識
供与と研究によるサイエンスの進歩であり、良質
な医療者養成の優先順位は低かった。しかし多
発する医療過誤・事故が社会問題となり、医療
の標準化・安全確保・良質な医療者養成が医療
界の最優先課題になった。医療のシステム管理
は改善されつつあるが、「シミュレーション医療教
育」による良質で安全な医療者養成はまだ始
まったばかりである。その現状と今後の展開につ
いて報告する。
[キーワード] シミュレーション、医療タスク遂行能力、教
授システム学、ラーニングマネジメントシステム
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近代医学とわが国の医学教育の起源

イギリス医学
エジンバラ医学＝「病院医学」、臨床医学を重視

ドイツ医学
医学での遅れを取り戻すために、エジンバラ医学とは別の体
系の「研究室医学」を興した（論文の量産に価値をおいた）

アメリカの選択
フィラデルフィア大学に「病院医学」

ジョンズ・ホプキンス大学に「研究室医学」

二つの大学が両輪となり臨床と基礎医学が混ざり合って「ア
メリカ医学」を創生した

わが国の選択
ドイツの「研究室医学」を採用、「講座・医局
制」を導入した

近代西洋医学教養の父
ポンペ（1829－1908）
ユトレヒト陸軍軍医学校
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卒後臨床研修（医師養成）の歩み

インターン制度
アメリカ本国では成果をあげていた

1948年：GHQの指導により導入

1968年：廃止

身分の保証がない、経済の保証がない、教育の保
証がない

結果的に、「インターン制度」は教育・訓練を目的と
した「徒弟制」としてではなく、医局運営の安価な
労働力を提供する仕組みとして誤用された

当時、わが国には医療教育が根付く土壌はなかっ
た
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卒後臨床研修（医師養成）の歩み

1973年「Teacher Training構想」（WHO）

医師が「医師」を養成するには、Teacherとしてのト
レーニングが必要（いわゆるfaculty development）
「医学教育者のためのワークショップ」開始、現在も続
いている

ブルームのTaxonomy（認知、手技、態度）を採用

カリキュラム立案には適しているが、職能訓練には不
適

日本医学教育学会（1969年設立）
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医学教育者のためのワークショップ

1973年WHOのTeacher 
Training構想がルーツ

わが国では1974年に「医学
教育者のためのワーク
ショップ」が開催され、30年
以上継続している・・・FDの
主流

内容はカリキュラムプランニ
ング

問題点：カリキュラムという「枠」はできるが、
肝心の中身（教材作成・インストラクション技法）はできない



7

「ソクラテス的対話」と「コーチング」

ソクラテス的対話

直接的な教授を行なわず、対話
学習によって学習者に推論能
力を身に付けさせることをめざ
す・・・講義

コーチング
学習者の意思と主体的行動で、学習する世
界を発見し創造する過程を支援する

「発見学習」「足場かけ」「認知的徒弟制」と
同義

「シミュレーション医療教育」の手法

「教育工学辞典」より

8

卒後臨床研修（医師養成）の歩み

2004年「新臨床研修制度」導入（厚労省、
医師法改正）

身分の保証はある、経済の保障はある、「職
能訓練」の保障はない

卒後2年間で医師の基礎を身に付ける

カリキュラムはあるが「教材」「コース」がな
い

「枠」はあっても、中身がない

「いい教材」がないから、指導が大変

指導ができないから、研修医は不満
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1910年Flexner Report：
20世紀米国医学･医療成長の礎

Abraham Flexner (1866-1959)
A Secondary School Teacher 
and Principal

医学校の整理と医学教育
の標準化を提言

アメリカ医学発展の基礎を
築いた

トレーニングの基本は、
“See one, Do one, Teach 
one”
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“See one, Do one”の終焉

1999年発刊

医療過誤による死亡者数は交
通事故死よりも、乳癌による死
亡率よりも多いという衝撃的な
調査結果を初めて公表

医療でも航空産業のようにシミュ
レーションを取り入れるべき

当時のクリントン政権は全米
100ヶ所にシミュレーションセン
ターを設置

20世紀の医療者養成のあり方・
医療文化の見直しが迫られてい
る
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“See One, Do One, Teach One”
has become less acceptable…

“Read about one, go to a 
course on one, do fifteen 
simulated ones, be 
evaluated about one, have 
some clinical experience 
about one, then teach one 
and expect ongoing 
evaluation.”

Pediatrics 1999;103:155.

日本医学教育学会（1969年設立）

日野原「本学会ができて30年になるが、医学教育は

何も変わっていない・・・」
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高知空港での胴体着陸

全員無事生還の要因

天候がよかった

着陸までに時間的余
裕があった

シミュレーション訓
練が十分になされ
ていた・・・

2007年3月13日



terry

14

“The fundamental restructuring of 
medical education is needed today”

21世紀、USにおいても“See one, Do one, Teach one”はも
はや受け入れられなくなった

“See one, Simulate many, Do one competently, 
and Teach everybody”の時代

現在、医学教育･医療者養成のコンセプト･方法論は大きく
変貌しつつある

NEJM 2007;355:1393-44

医学教育

？？？どのような方法で？？？？

良質で安全な医療者を養成する
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シミュレーション医療教育の視点
「職能訓練」

知識：知っている
業務タスクについて質問されたら答えられる

技能：できる
業務タスク遂行に必要な個々のスキルについ
て、やろうとすれば何とかできる程度

遂行：実際にできる
業務タスクを実際にできる

みていれば安心して任せられる
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職能訓練としての「シミュレーション
医療教育」

知識：知っている

ナレッジ･ベースを活性化する

事前学習・テストによる知識獲得

技能：できる

スキル（パーシャルタスク）トレーナーで練習

遂行：実際にできる

シミュレーションコースで学習･評価

事前学習

Off-JT

OJT
事前学習、Off-JT、OJT：
同じ教材を使用・同質のインストラクターが指導
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ローテク･シミュレーション

コンピュータ制御を必要とし
ないシンプルなシミュレータ
を用いる

特別な環境を必要としない
シミュレーション

基本的なスキルの獲得に適
している

複雑なタスクを分解･簡素化
し習得・・・実際のタスク遂行
能力は獲得されたのか？

実際のタスク遂行能力を獲
得する前段階
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「OSCE顛末記」医学生のブログから
基本的外科手技：抜糸
http://www.geocities.jp/incus_incus/rail/osce/osce.htm

抜糸はシリコン樹脂のような人
口皮膚に予め縫いつけられて
いた糸を抜き取る・・・

注意書き「佐藤太郎さんは学
生が抜糸を行うことに既に同
意しています。本物の患者さん
だと思って行うこと」

学生「学生の○○です。今日は抜糸を担当させていただきます」
佐藤太郎（実はシリコン樹脂の腕）「・・・」
学生「ちょっと痛いかもしれませんが、我慢してください」

シリコン樹脂の腕相手に話し掛けなければならなかった・・・

ローテク・シミュレーションでは「真剣勝負」のトレーニングはできない



オンコール＠ER
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「真剣勝負」のトレーニングを真剣に行
うには、リアルな場が必要

手術室
心臓カテーテル室

歯科
・プロが「本物」と思い込む環境

救急治療室、心臓カテーテル室、分娩室、
一般病棟、ICU、歯科・・・それぞれの環境

・状況が刻々と変化する・・・ハイテク
ペイシェントシミュレータ

・シナリオを走らせる・・・台本と監督
・音声･画像･行動の記録・・・振り返り
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ハイテク・シミュレーション
病院前救護（救急隊）の場合

ペイシェント・シミュレータ

オペレータ・監督・ファシリテータ

記録
・画像
･音声
・ログ

「振り返り」
の学習素材
とする
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ハイテク･シミュレーションの
テンプレート

事前準備
標準的な知識習得

チームダイナミクスの学習

遂行すべきタスクの説明

シナリオセッション
シナリオのプログラム化

現実的な環境で、PC制御のシ
ミュレータを用いたシム学習

デブリーフィング（振り返り）
画像･音声と行動記録（ログ）
を用いたデブリーフィング

このプロセスの中で広範な気
付き・学習が生じる

新タイプの指導者が不可欠

ペイシェント・シミュレータ

シミュレーションの実際はhttp://www.cats-npo.net/
動画配信ライブラリのTPIPを参照してください
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Anesthesia Crisis Resource Management
（ACRM）

ハイテク・シミュレーションは麻酔
からスタート

ACRM
1989年従来の教育法の欠点を補う
ために考案された

危機管理能力は自然に
身に付くものではな
い・・・体系的な教育が必
要
Ch83: Human Performance and 
Patient Safety
Ch84: Patient Simulators
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シミュレーション医療教育

コンテンツ

様々なテクノロジーの応用

IT
LMS
領域横断的なコラボレーション

サイエンス
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クラブミーティングなど活動
（メンバー：医師、歯科医師、看護師、救命士、教員等80名）

第1回2006年1月6日
ＳｉｍＭａｎを活用したシナリオベイスト
学習モジュールのデモ

第2回2006年6月24日
聖路加国際病院にて

CRMの講演、「アナフィラキシーショッ
ク」パッケージの紹介、デモ、配布

http://simclub.jp/
http://www.cats-npo.net/

ムービー配信中

2006年7月医学教育学会、10月
救急医学会でデモンストレーション

次回、2007年1月13日

Tpip-demo
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SimClubのルーツと活動

STRATUS WISER

ルーツは2005年3月
USシミュレーションツアー

アクティビティ
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SimClub & SimTiki
International Simulation Workshop

Feb 15&16 2007

“Rapid Response Team” Course
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IT/Instructional Design / e-
Learning(LMS) in Medical Field

Specialist of Information 
Communication 
Technology & Learning 
Management System
From Department of 
Instructional Design, 
Kumamoto Univ Graduate 
School

Medical Instructional System構築の基盤
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日米シミュレーション医学教育シンポジ
ウム

第1回救命救急・日米シミュレーション医学教育
合同シンポジウム

シミュレーション医学教育で築く新しい医療安全文化

2007年6月27－30日
国際医療センター、東京ドームホテル、メディカルプラ
ネックス（テルモ）

後援
文部科学省、厚生労働省、日本医師会、日本歯科医
師会、日本看護協会、日本救急医学会

財）日米医学医療交流財団

http://simclub.jp/
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Day1-2: Symposium

Symposium I
“Simulation-based Medical Learning 
as Medical Education 2.0”

SymposiumII
“Simulation-based Medical Learning 
as Infrastructure of Medical 
Professionalism”

SymposiumIII
“Validation of Simulation Instructor 
Course”

Presentation
“Simulation Center in the 21st

Century”
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Day3-4; Workshop

SimClub
Simulation-Instructor 
course
「患者急変対応コース」

US
Rapid Response Team 
Training
Mass Casualty – Triage 
and Transport: 
Simulation Center 
Director course



DVD：アナフィラキシス・中級

34

「シミュレーション医療教育」のプロセス

シミュレーションコースの設計･策定

Read about One

e-Learningで事前学習・テスト

Go to a course on One

シミュレーションセンターのコースで訓練

Do fifteen simulated Ones

繰り返し練習しタスク遂行能力を獲得

Be evaluated about One

達成度を評価し学習者にフィードバック

Have some clinical experience about One

コースを修了すれば現場で経験を積む

ラーニングマネジメント
システム（LMS)

インストラクター

シミュレーションセンター

ディレクター

教材開発者
Instructional 

system designer

Off-JT

OJT

事前学習
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領域横断的に協働し、シミュレーション医療教育で
良質で安全な医療者を養成する

Subject Matter Expert; SME
タスクの内容に精通した医療者

Instructional Designer
SMEと協働し、タスク遂行能力を向上する学習プログラム・教材
を作成する専門家

Learning Management System
学習プログラムの効率的・効果的運用を支援するためのIT活
用：e-Learningによる事前学習、学習プログラムの運用のIT化

Instruction/Instructor
プログラムの目的・構成を理解し、プログラムによる学習を支援
する

Simulator/Technology
学習目的を達成するためのツールの開発・普及
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教育工学・Educational Technology
学習教材･教育開発･教育管理

「シミュレーション医療教育」のサイエンス

教育工学の定義（1997全米教育コミュニケーション工学協会）
「教育工学とは、人間の学習のあらゆる面に含まれる諸問題を分析し、
これらの問題の解決法を考案し、実行し、評価し、運営するための、人、
手だて、考え、道具、組織を含む複雑な統合過程である」

教授理論
Instructional Theory

社会科学・心理学

教授工学
Instructional Technology

情報科学

教授管理
Instructional Management

管理科学･工学

教授システム学
Instructional Design

シミュレーション医療教育
（＊）Blended Learning

Ibstpi インストラク

ターコンピテン
シー
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医療タスク遂行能力の階層構造

知識（言語情報）：説明できる
「チアノーゼ」について説明できる

弁別（知的技能）：見分ける
患者をみて「チアノーゼ」を見つける

概念（知的技能）：分類する
チアノーゼをきたす定義された病態から選ぶ

ルールと原理（知的技能）：適用する
診断･治療のルール･原理を適用する

問題解決（知的技能）：問題解決法を生成する
ルールと原理、過去の経験を参照し、直面する問題に対する解
決法を新しく生成する

実施する（実行サブルーチン、チームダイナミクス）

下位

上位

SimEXPO2007
071113-14日本橋（東京）
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医療タスク遂行能力の階層構造と
「学生」、「現場」のギャップ

知識（言語情報）：説明できる
「チアノーゼ」について説明できる

弁別（知的技能）：見分ける
患者をみて「チアノーゼ」を見つける

概念（知的技能）：分類する
チアノーゼをきたす定義された病態から選ぶ

ルールと原理（知的技能）：適用する
診断･治療のルール･原理を適用する

問題解決（知的技能）：問題解決法を生成する
ルールと原理、過去の経験を参照し、直面する問題に対する解
決法を新しく生成する

実施する（実行サブルーチン、チームダイナミクス）

下位

上位

現場のニース

学生の現状

「ギャップ」を
埋める方法が

必要
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知識（言語情報）：説明できる

弁別（知的技能）：見分ける

概念（知的技能）：分類する

ルールと原理（知的技能）：適用する

問題解決（知的技能）：問題解決法を生成
する

実施する（実行サブルーチン、チームダイ
ナミクス）

「学生」、「現場」のギャップを埋める
「シミュレーション医療教育」
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「シミュレーション医療教育」の見
本：
アメリカ心臓協会のコースについて

BLS course（Basic Life Support;一次救命処置）
医療者を対象、高度な医療器具を用いない心停止に対する救命処置

救助者は1名、もしくは2名

ACLS course（Advanced Cardiovasculare Life Support;二次救命処置）
医師･看護師を対象：心停止だけでなく不整脈に対する高度な救命処置、脳卒中･心筋梗塞
の座学

救助者（受講生グループ）は6名、チームダイナミクスの訓練を重視

PALS course（Pediatric Advanced Life Support;小児二次救命処置）
医師･看護師を対象：心停止だけでなく不整脈に対する高度な救命処置

救助者（受講生グループ）は6名、チームダイナミクスの訓練を重視

Core Instructor Course 
Ibstpiの“Instructor Competencies”をAHAのコースに特化させたコース

Blended-learning
AHAコースの特徴

ガニェの学習成果に則ったコース設計

受講者マニュアル、事前学習、インストラクター教材、コースマップ、DVDが完備

Instructional System Designの導入

IbstpiのInstructor Competenciesの採用

Blended-learningの活用
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医療タスクを安全に「遂行できる」ようになるには、
リハーサルが必要・・・「シミュレーション医療教育」

シム医療教育：成人が真剣に学習するにはリアルな環境が不可欠

実際の
医療タスク

シミュレー
ション

DK-STC, PALS-TeamD, PALS-
TeamP, BLS skill
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「ソクラテス的対話」ｖｓ 「コーチング」

ソクラテス的対話

直接的な教授を行なわず、対話学習
によって学習者に推論能力を身に付
けさせることをめざす・・・講義

コーチング

学習者の意思と主体的行動で、学習
する世界を発見し創造する過程を支
援する

「発見学習」「足場かけ」「認知的徒弟
制」と同義

「シミュレーション医療教育」の手法
「教育工学辞典」より
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知識（言語情報）：説明できる

弁別（知的技能）：見分ける

概念（知的技能）：分類する

ルールと原理（知的技能）：適用する

問題解決（知的技能）：問題解決法を生成する

実施する（実行サブルーチン、コミュニケーショ
ン、チームダイナミクス）

「学生」、「現場」のギャップを埋める
「シミュレーション医療教育」

「シミュレーション」で上記プロセスを繰り返し練習する

知的技能
だけでは
行動でき
ない



kizuki
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「知っていること」と「できること」の違い

地球温暖化について「知って
いる」だけでは、地球温暖化
は食い止められない

地球温暖化を食い止めるに
は、具体的な「行動の変容を
もたらすこと」が不可欠

例：電気を節約する

それには「教育」だけでなく、
「インストラクション」が必要
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「知っていること」と「できること」の違い

タバコの害について教育
すること、知っているだけ
では害は防げない

問題を解決するためには、
具体的な「行動の変容を
もたらすこと」が不可欠

例：禁煙ができる

それには「教育」だけでな
く、「インストラクション」が
必要
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「日本医療教授システム学会」

• Japan Society for Instructional Systems in Healthcare (JSISH）

• キーワードは「インストラクション」

• JSISHの3つの事業

• １ 良質で安全な医療者養成

• 「シミュレーション医療教育」事業（SimClubを引き継ぐ）

• ２ 国民と医療者がともに築く新しい医療文化

• 「ヘルスケア＠コミュニティ」事業

• ３ 医療で国際貢献する日本

• 「Medical Team for the Future」事業
• JSISH設立準備委員会のプラン

• 2007.12月 JSIHS設立

• 2008.1月 IMSHでSSHとコラボレーションについて協議

• 2008.5月 「シミュレーション医療教育シンポジウム」（東京･予定）

• 2008.6月 第2回日米シミュレーション医学教育合同シンポジウム

• 2008.8月 「患者急変対応コース for Nurses・気付き編」リリース、「救急
外来医学」（医師用＆看護師用）コースβ版公開
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JSISH

専従インストラクショナルデザイナー募集中

シミュレーション医療教育のサイエンス構築
JSISHは米国、豪州、欧州と連携（2008年5月）

リモート学習

世界のベストプラクティスを発見・普及する

「教室」外での成人学習に関するエビデンスが不可欠
（インストラクションをインターベンションとして）

071203戦略会議
コンサルタント・マーケティング、映像カンパニー、出
版、医療の専門家、家族会代表、海外協力専門家他
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Abraham Flexner (1866-1959)
A Secondary School Teacher 
and Principal

“If the sick are to reap the full 
benefit of recent progress in 
medicine, a more uniform arduous
and expensive medical education 
is demanded” –Abraham Flexner, 1910-

Reap; 受け取る、arduous; 努力を要する

良質な医療者は社会的インフラ：
養成には相応のコストがかかる
それを医療収入から捻出するのは困難

医療者が「シミュレーション医療教育」の
開発･普及を図るには、新たな仕組みを
活用する必要がある
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まとめ

わが国の医療者養成の取組みを紹介した

これまでの医師：「頭でっかち」「理屈屋」
「意外とできない」

これからの医師：「タスク遂行能力」「コミュ
ニケーション能力」「チームダイナミクス」

サイエンスに基づいた医療教授システム
が必要

全国共通のいい教材で、peer teachingする


