
 

プログラム 
 

 

開会式 第１会場 （講堂） 9:30～ 

 

 

基調講演 第１会場 （講堂） 10:00～11:00 

看護シミュレーションラーニングの本質 

座長：増野 園惠 

兵庫県立大学地域ケア開発研究所 

演者：阿部 幸恵 

東京医科大学医学部看護学科 

 

特別講演 第１会場 （講堂） 11：10～12：10 

現場のニーズに応えるシミュレーショントレーニングプログラムの開発 

－救急救命士の臨床能力向上のための PROST 開発の経緯とその成果－ 

座長：臼井 いづみ 

千葉大学大学院看護学研究院附属専門職連携教育研究センター 

演者：荒田 悠太郎 

東北大学クリニカル・スキルスラボ 

小林 正和 

東北大学病院高度救命救急センター／東北大学クリニカル・スキルスラボ 

 

教育講演 第１会場 （講堂） 13：30～14：30 

ID/ISD に基づく臨床での卒後人材育成 

座長：小西 美和子 

兵庫県立大学看護学部 

演者：淺香 えみ子 

東京医科歯科大学病院 
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シンポジウム 第１会場 （講堂） 15：30～17：00 

DX がもたらす看護シミュレーションラーニングの未来 

座長：大川 宣容 高知県立大学看護学部 

吉川 有葵 四天王寺大学看護学部 

演者：藤野 ユリ子 福岡女学院看護大学シミュレーション教育センター 

西村 礼子 東京医療保健大学医療保健学部看護学科 

伊藤 綾子 東京医科大学医学部看護学科 

渡邉 美和 文部科学省高等教育局医学教育課 

 

国際活動委員会企画-Global Update- 第 4 会場 （307） 13：30～14：20 

バーチャル・ペイシェント・シミュレータを用いた看護教育および関連研究 

－ポルト大学看護学部における活動－ 

座長：冨澤 登志子 

弘前大学大学院保健学科  

演者：Miguel Padilha  

Escola Superior de Enfermagem do Porto, Portugal 

 

 

閉会式 第１会場 （講堂） 17：00～ 
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交流集会  
 

 

交流集会１   第 2 会場 （304） 11：10～12：30 

看護シミュレーションラーニングと VR 

〇大田 博, 坂梨 左織, 鮫島 由紀子, 掛田 遙 

福岡大学医学部看護学科 

 

交流集会２   第 3 会場 （306）  11：10～12：30  

看護統合科目における臨床判断能力を育成するためのシミュレーション教育の実践と課題 

～高機能シミュレーターとオンライン sim システムの活用～ 

〇東 真理, 山中 政子, 森嶋 道子 

    天理医療大学医療学部看護学科 

 

交流集会３    第 4 会場 （307）  11：10～12：30 

コロナ禍のシミュレーション教育における模擬患者導入の現状と課題 

～模擬患者派遣企業とともに学内・オンラインシミュレーションについて考える～ 

〇大植 由佳１）, 木下 佳郁２）, 西山 忠博３）, 平野 通子４），東 久子１） 

１）兵庫大学看護学部  

２）株式会社 HASSM  

３）大阪青山大学看護学部  

４）関西福祉大学看護学部 

 

交流集会４   第 5 会場 （多目的ホール） 11：10～12：30  

シミュレーション教育における指導者の positive な失敗の共有 

〇船木 淳１）, 小池 啓子２）, 西村 礼子３）, 納谷 和誠４）, 太田 雄馬３）, 内田 千恵５）,  

宮下 ルリ子６）, 瀧澤 紘輝７） 

１）愛知医科大学医学部シミュレーションセンター 

２）埼玉医科短期大学／熊本大学教授システム学研究センター 連携研究員（IDer） 

３）東京医療保健大学医療保健学部看護学科基礎看護学 

４）東京医療保健大学和歌山看護学部看護学科成人看護学 

５）専門学校教員（小児看護学） 

６）県立広島大学助産学専攻科 

７）神戸市立西神戸医療センター 救急看護認定看護師 
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一般演題  
 

 

一般演題 第 1 群 看護実習 1  第 2 会場 （304）  13：30～14：20   

座長：藤原 尚子（四天王寺大学看護学部） 

 

1-1 研究報告  

コロナ禍の基礎看護学実習Ⅱにおける学内シミュレーション実習と病院実習での学びの違い

（第１報）－「看護の捉え方の変化」についての質的分析－ 

〇北庄司 あかり, 大植 由佳, 石井 俊行, 塩 霧都恵, 東 久子, 藤後 栄一, 山内 佐紀 

兵庫大学看護学部 

 

1-2 研究報告  

コロナ禍の基礎看護学実習Ⅱにおける学内シミュレーション実習と病院実習での学びの違い

（第 2 報）－看護学生アイデンティティ尺度の変化からの分析－ 

〇大植 由佳, 北庄司 あかり, 石井 俊行, 塩 霧都恵, 東 久子, 藤後 栄一, 山内 佐紀 

兵庫大学看護学部看護学科 

  

1-3 実践報告  

COVID-19 流行に伴う基礎看護学実習中止によって代替えとなった学内演習の学習効果 

〇飛世 真理子, 斉藤 しのぶ, 齊藤 可紗 

千葉大学大学院看護学研究院 

 

1-4 実践報告  

基礎看護実習におけるバーチャルシミュレーション教材とシミュレーションを組み合わせた

代替実習に関する実践報告 

〇奥平 寛奈, 高瀬 寛子 

大東文化大学スポーツ・健康科学部看護学科 

 

1-5 実践報告  

コロナ時代のリモートシミュレーションを導入した成人看護学(慢性期)実習 

〇森岡 広美, 元井 好美, 阿部 香織 

関西医療大学保健看護学部 
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一般演題 第 2 群 シミュレーション教育の展望／VR･AR 第 2 会場 （304）  14：30～15：20   

座長：石橋 曜子（福岡国際医療福祉大学看護学部） 

 

2-1 研究報告  

精神看護学シミュレーション教育の変遷と展望 

〇守村 洋, 伊東 健太郎, 渋谷 友紀 

札幌市立大学看護学部 

  

2-2 研究報告  

我が国の看護基礎教育課程におけるシミュレータを活用した看護のシミュレーション教育の

現状と展望  

看護実践能力に着目した文献検討 

〇佐藤 ゆかり１）, 森本 直樹１）, 伊藤 真規１）, 船木 淳２）, 上野 沙織３）, 林 さえ子１） 

１）愛知医科大学看護学部  

２）愛知医科大学医学部シミュレーションセンター  

３）愛知医科大学病院看護キャリア支援室  

 

2-3 研究報告  

WebXR および AR アプリを用いた授業による放射線リスク認知および放射線防護行動の変化 

〇冨澤 登志子１）, 西 和紀２）, 藤淵 俊王３）, 因 直也１）, 野戸 結花１） 

１）弘前大学大学院保健学研究科 

２）元九州大学大学院医学系学府保健学専攻修士課程 

３）九州大学大学院医学研究院保健学部門医用量子線科学分野 

 

2-4 研究報告  

看護学生に対する VR 認知症体験および高齢者疑似体験による Angle Shift 学習成果の可視化 

－日本語版 Fraboni エイジズム尺度短縮版を用いた検証－ 

〇三好 陽子 

鳥取大学医学部 

 

2-5 実践報告  

Virtual Reality(VR)教材を活用した授業実践と課題 

〇伊藤 綾子, 阿部 幸恵, 五十嵐 貴大, 小泉 美保, 大和田 信行 

東京医科大学医学部看護学科 
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一般演題 第 3 群 多職種連携・協働等     第 3 会場 （306） 13：30～14：20 

座長：瓜生 浩子（高知県立大学看護学部） 

 

3-1 実践報告  

在宅高齢者のケアに携わる多職種に向けたオンラインセミナー 

－机上シミュレーションによるアセスメント視点の共有－ 

〇福岡 裕美子１）, 船木 淳２）, 工藤 英明３）, 鈴木 淳４） 

１）弘前医療福祉大学保健学部  

２）愛知医科大学医学部シミュレーションセンター  

３）青森県立保健大学健康科学部  

４）松戸市立総合医療センター 

 

3-2 実践報告  

看護師と療法士で取り組む療育を受けている小児に対する急変時初期対応の 

シミュレーション教育の効果と課題 

〇藤本 佳寿美, 筒井 久美 

   医療法人聖真会渭南病院 

 

3-3 実践報告 

ICLS インストラクターに対する事前シミュレーション学習の実践報告 

〇白坂 千秋１）, 土居 悠里１）, 石田 琢人２） 

１）地方独立行政法人東京都立病院機構東京都立松沢病院看護部  

２）地方独立行政法人東京都立病院機構東京都立松沢病院内科 

 

3-4 実践報告  

聖隷クリストファー大学看護学部のシミュレーション教育における補助要員（デザイナー）

の実践報告 

〇炭谷 正太郎, 野村 梨奈, 伊藤 賢, 久保田 君枝,  酒井 昌子, 樫原 理恵, 黒野 智子,   

室加 千佳,  三輪 与志子, 兼子 夏奈子 

聖隷クリストファー大学看護学部 

 

3-5 実践報告  

オンライン（遠隔）による卒業前看護技術トレーニングの試み 

〇清水 理恵, 森田 千穂, 上迫 裕美子, 浅野 仁美, 早川 佑美, 中林 文 

新潟青陵大学看護学部 
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一般演題 第 4 群 看護実習 2   第 3 会場 （306）  14：30～15：20   

座長：久保田 君枝（聖隷クリストファー大学助産学専攻） 

 

4-1 実践報告  

シミュレーション教育を用いた母性看護実習の実践報告 

―コロナ禍において病棟実習が困難な場合の対応― 

〇内田 貴峰，石川 裕貴 

埼玉医科大学短期大学看護学科 

  

4-2 実践報告  

母性看護学演習「妊婦の健康診査」にシミュレーション教育を取り入れた学習方法の実践報告 

〇石川 裕貴, 内田 貴峰 

埼玉医科大学短期大学看護学科 

 

4-3 実践報告  

母性看護学実習における産褥期の観察場面シミュレーションの実践報告 

〇藤平 麻理子１）, 岩谷 久美子２）, 渡邊 友美子３） 

１）国家公務員共済組合連合会横浜栄共済病院  

２）福井県立大学看護福祉学部  

３）滋賀県立大学人間看護学研究院 

 

4-4 実践報告  

３年次分野別実習前の学生を対象にしたシミュレーション演習プログラムの実践報告 

〇鈴木 小百合１）, 野崎 真奈美２）, 齋藤 雪絵１）, 野村 菜摘１）, 村越 春那１） 

１）順天堂大学医療看護学部  

２）順天堂大学大学院医療看護学研究科 

  

4-5 実践報告  

看護実習における生体シミュレーターおよび分身ロボット活用の取り組み 

〇大村 佳代子１）, 片岡 千明１）, 石井 美由紀１）, 中筋 美子１）, 丸 光恵１）, 坂下 玲子１）,  

工藤 美子１）, 増野 園惠２） 

１）兵庫県立大学看護学部  

２）兵庫県立大学地域ケア開発研究所 
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一般演題 第 5 群 教育効果とその評価等 第 4 会場 （307）  14：30～15：20   

座長：村田 洋章（防衛医科大学校看護学科） 

 

5-1 研究報告  

シミュレーション教育を用いた「看護技術の統合」演習の評価 

―テキストマイニングによる学習内容の分析― 

〇石川 智子, 石川 徳子, 村井 みどり, 飯塚 雅子 

神奈川歯科大学短期大学部看護学科 

 

5-2 実践報告  

統合実習前客観的臨床能力試験(OSCE)による実習に向けた学生の学習意欲への影響 

〇中村 裕美, 小山 順子, 米津 貴子 

豊橋創造大学保健医療学部看護学科 

 

5-3 研究報告  

模擬電子カルテを活用した演習の学習成果の検討 

〇滝 恵津, 軽部 由有子, 谷川 千佳子, 髙山 詩穂, 内田 美保, 小倉 邦子, 髙木 初子 

聖徳大学看護学部看護学科 

  

5-4 実践報告  

ウェブサイト作成アプリケーションを用いた教育用電子カルテに関する実践報告 

〇山下 哲平 

姫路獨協大学看護学部看護学科 

 

5-5 実践報告  

模擬電子カルテを用いて臨地実習に近づけた基礎看護学学内代替実習の実践報告 

〇谷川 千佳子, 山田 恵子 

聖徳大学看護学部 
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