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シミュレーション教育の実践例と今後の課題

東京慈恵会医科大学教育センター2011年8月11日

臨床研修医シミュレーション集合研修

•H22年度 04月 1年目 ４３名（歯科含）
•H22年度 11月 2年目 ３４名

•H23年度 04月 1年目 ５３名（歯科含）
•H23年度 11月 1年目 予定
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平成23年度臨床研修医 集合研修プログラム

4月基本的臨床技能実習
対象：1年目研修医

11月ニーズに合わせた実習
対象：1年目研修医

№ テーマ № 必修・
選択

テーマ

1 ＣＶカテ挿入

2 腹部エコー

3 手術室手洗い・
ガウンテクニック

1 必修 救急医療

2 必修 感染対策

3 選択 CVカテ挿入

4 点滴・採血
（６セット用意）

5 医療機器の操作
（医療ガス・酸素療法器具）

※１グループ 各８～９人 ４０分/コース

4 選択 腹部エコー

5 選択 人工呼吸器の操作

※１グループ 各８～９人 ４０分/コース

H23年度 4月
集合研修アンケート結果

実際の研修を開始する前に本研修を
受けたほうがよいと思いますか

非常に思

う
思う

どちらでも

ない
4%

受けたほうがよいと思いますか。 46%思う
50%

どちらでも

ない
6%

今後、シミュレーション教育施設を利
用したいと思いますか。 非常に思う

50%思う
44%
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アンケート結果 意見・感想
１．CVCカテ挿入
・今後も練習する機会あったら嬉しい。

・1回みんなやったほうがいい。（2）
・ゆっくり又やりたい。

・エコーを使って挑戦してみたが難しかった。

２．腹部エコー

・時間がもっとほしかった。

・役に立ちそうなので興味が持てました。

３．手術室手洗い・ガウンテクニック

・大学毎にやり方が違うので、ここで学べて良かった。大学毎にやり方が違うので、ここで学 て良かった。

４．点滴・採血

・もう少し点滴の時間がほしい。

・もう1回点滴までの練習がしたかった。
５．医療機器の操作

・やってみましたが難しかった。

臨床研修医 自己学習

集合研修後、臨床研修医からの要望を受け、臨床研修
センターと連携して、臨床研修医の自己学習用に実習
室1室を終日使用できる環境を整備しました。室1室を終日使用できる環境を整備しました。

実習室2を平成23年5月から利用可能とした。

現在は点滴、採血のトレーニングができます。
今後は研修医のニーズに対応
したシミュレータを配置する
予定。
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救急医療

AHA ACLSﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰｺｰｽ
ＡＣＬＳ講習

ＡＣＬＳプロバイダーコースＡＣＬＳプロバイダ コ ス

慈恵ＩＣＬＳコース

ACLSｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ講習
ACLSｺｰｽ事前勉強会
小児蘇生ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ

ﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ（3年目医師）への教育、PALSの実地訓練
Heartsaver First Aid /AEDｺｰｽ
AHA ＢＬＳ HCPｺｰｽ

高性能シミュレータ 「ＳｉｍＭａｎ」を使用した教育

主に救急部において「ＳｉｍＭａｎ」を使用したシミュレ－ション教育
実践が行われています。

シナリオを作成し、救急医療での急変対応、チーム医療でのコ
ミュニケーションなどをトレーニングできるようになりました。ミ ケ ションなどをトレ ングできるようになりました。

受講生は、シナリオを課され、医療技術、臨床意思決定、コミュニ
ケ－ションのトレーニングがビデオ記録されます。終了後、直ちに
自分たちの実践をビデオで
振り返り、修正点を把握します。
そして、また、トレーニングを
繰り返します。
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「ＳｉｍＭａｎ」を使用した実践例

（コース名） （対象者）

臨床実習（救急医学講座） 医学科5年生

気道管理トレーニング 医師・看護師（救急部）
ＡＣＬＳ講習 医師・看護師（救急部・麻酔部）
慈恵ＩＣＬＳコース 医師・看護師（救急部・麻酔部）

救急医療基礎コース 研修医
救急医療応用コース 研修医救急医療応用コ ス 研修医

救急看護 急変対応 看護師
救急看護ｺﾝｻﾙﾃｰｼｮﾝ 看護師

医療安全

１．ＣＶカテ挿入

医療安全ＣＶカテ挿入ＷＧ（貞岡俊一准教授）

H22年度4月 1年目臨床研修医H22年度4月 1年目臨床研修医
H22年度11月 2年目臨床研修医
H23年度4月 1年目臨床研修医
H23年度11月 1年目臨床研修医（予定）
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２．感染対策

感染対策室（中澤 靖 室長）

H23年度11月 1年目臨床研修医（予定）年度 月 年目臨床研修医（予定）

３．ＩＣＵ吸引・採血実習

ＩＣＵ（瀧浪 将典 診療部長）

H23年度 看護師、コ・メディカルが対象（予定）

（看護師 臨床 学部 ビ シ 科 など）（看護師、臨床工学部、リハビリテーション科 など）

＊ＩＣＵでの職員の医療行為の広がりに対応した教育

看護師教育での利用

１．師長会にてシミュレーション教育の必要性を提示。
2回 57人2回 57人

２．各研修・OPEN講座にシミュレーション教育を組込む
30回 570人

３．各部署でのラダーにシミュレーション教育に組込む
13回 165人
計 792人
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学生教育

・臨床実習前：4年生基本的臨床技能実習 ７４件
救急医学、乳腺外科など

臨床実習中 年生臨床実習 件・臨床実習中：5・6年生臨床実習 ７４件
泌尿器科、循環器内科、救急医学など

・4年生、5年生ＯＳＣＥ前の自己学習

・クラブ活動クラブ活動

・ＯＳＣＥの追試への対応

学生間ＣＰＲ勉強会 4
平成22年度5年生臨床実習 17
病棟内の勉強会 2

（医学科学生例）学生自己学習について

シミュレーション教育施設内に配置しているＰＣとモニタ
で臨床技能のビデオ教材を閲覧。
・乳房診察
・採血

病棟内の勉強会 2

・手術室手洗い・病棟手洗い
・共用試験ＯＳＣEの全てのビデオ
医療面接、救急医療、採血など

（学事課が支援）
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シミュレーション教育とeラーニングのブレンド
シミュレーション教育の事前・事後学習にeラーニングを活用する
ケースが多くなっている。自作教材を使用した教育例を示す。

学生教育 乳房の診察学生教育 乳房の診察
直腸診
採血
救急医療
病棟手洗い
ガウンテクニック など

研修医・医師

医療安全

鏡視下手術トレーニングSTEP1

感染対策（予定：eラーニングはすでに実施）
ＩＣＵ吸引・採血（予定）

学外実習指導の看護師を対象とした公開講座

実施日・募集人数 講座名

平成23年４月23日（土） 10人 心音セミナー

平成23年8月27日（土） 20人予定 在宅人工呼吸器と救急処置

平成23年9月 3日（土） 18人予定 心音セミナー

平成23年9月10日（土） 18人予定 在宅緩和医療とオピオイド

平成23年11月12日（土） 15人予定 呼吸音セミナー

平成23年11月26日（土） 15人予定 呼吸音セミナー

平成24年 １月28日（土） 15人予定 呼吸音セミナー
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シミュレーション教育施設の管理について

• 委員会の再編
◆シミュレーション教育施設委員会

◆西新橋校シミュレーション教育施設運営委員会

◆国領校シミュレーション教育施設運営委員会

• 利用規程の改訂
• シミュレーション教育施設機器予算を教育研究助成
委員会に申請

• 管理担当職員：事務員1名
予約、機器修理手配、消耗品、経費等を担当

今年度の展開

• 平成23年度シミュレーション教育施設機器予算は
葛飾医療センタ の教育機器を含めた予算として葛飾医療センターの教育機器を含めた予算として
います。 支援を検討していきます。

• 平成23年度に看護キャリアサポートセンターが
設置されました さらなる看護シミュレーション設置されました。さらなる看護シミュレ ション
教育を実践します。
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今後の課題

１）学生・医療スタッフの自己学習の推進

２）トレーニングをビデオ収録し、受講者の自己評価による
成果の見える化を図り、受講者の満足度を向上させる。

３）シミュレーション教育例と効果をホームページで情報発
信し、より一層の利用の向上を図る。

４）専任スタッフの配置については、教育センタースタッフ
で出来得る範囲の対応をしているが、専門性の不足に
より指導者側の負担が大きいことが課題である。

シミュレーション教育指導を行える専任スタッフが配置
されれば、さらなる教育効果の向上になると思われる。

シミュレーション教育施設の環境整備により

・利用件数の増加

教育 容 高度

さいごに

・教育内容の高度化（シナリオ利用）

・シミュレーション集合研修の実施

・e-Learningとの組合せによる事前・事後学習

医療スタッフの臨床技能、救急医療、医療安全の医療スタッフの臨床技能、救急医療、医療安全の
向上に貢献します。向上に貢献します。


