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はじめに

現在，第５学年の歯科麻酔学臨床実習（登院実習）
は，前期約６日間，後期約２日間で実施しており，
相互実習として下顎孔伝達麻酔，静脈確保，生体モ
ニタ実習，マネキンを利用した心肺蘇生実習を行っ
ている。しかし，臨床実習のメインである歯科麻酔
臨床つまり，高齢者・有病者・障害者の歯科治療
と全身管理，精神鎮静法（吸入鎮静法・静脈内鎮静
法），ペインクリニック，手術室における全身麻酔
管理などは，文部科学省の高等教育局医学教育課が
公表している「歯学教育モデル・コア・カリキュラ
ム」１）の「臨床実習の内容と分類」において水準Ⅲと
Ⅳに該当するため，その多くは歯科医師の介助と症
例見学にとどまる。そのため歯科麻酔学臨床実習で
は，実習内容の充実を図るため，登院実日数が少な
いにもかかわらず講義やテキストベースの教育も合
わせて行う必要があった。急速な高齢化が進む日本
において，安心で安全な歯科治療を提供するために
歯科麻酔学の知識と経験は今後さらにその必要性が
増すと考えられ，学生に対しても歯科麻酔学のコア

（患者生命の安全を守るための全身状態の評価と管

理）がどこにあるのかを知らしめる臨床教育が必要
であり，本学の臨床教育においても早急な対応が
必要であると思われる。近年，医療系の教育現場
においても ICT（Information and Communication
Technology）が活用されるようになり，学習者の興
味と関心を高めるとともに，効果的な学習支援によ
る高い教育効果が認められている２－５）。そこで新し
い試みとして，これまで歯科麻酔臨床実習中に行わ
れていた講義やテキストベースの教育部分にかわっ
て，ICT を利用し，タブレット（iPad）と生体モニ
タシミュレーションアプリを利用することで様々な
偶発症の仮想症例体験を実習中の全ての学生に同時
かつ変化に富んだリアリティーのある経験をさせる
ことで，より質の高い臨床教育効果を得る事が可能
であるか検討した。尚，本研究は平成２８年度学長奨
励教育助成課題に採択され，平成２９年度臨床実習中
の本学第５学年（１２４期生）を対象にトライアルを実
施した。

システム概要

サーバー用 PC と Wi-Fi ルーターを用いて簡易の
Wi-Fi ネットワーク環境を構築（外部のネットワー
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クと遮断することでセキュリティーを確保）し，教
員用，学生用タブレットを Wi-Fi 接続による相互
通信可能な状態とする（図１）。iOS 用生体モニタ
シミュレーターアプリ SimMon（Castle Andersen
ApS），SimMonitor（healthysimulation.com）を用い
て学生用タブレットと教員用タブレットに仮想生体
モニタ画面を再現，教員用タブレット側から仮想症
例のシナリオ状況に応じた様々なバイタルサイン

（血圧，脈拍，心電図波形）の変化を全ての学生用タ
ブレットに Wi-Fi 経由で一斉に送信が可能。プロ
ジェクターによって投影された仮想症例（歯科治療
中の偶発症）のシナリオと治療風景の映像を提示す
ることで，仮想診療環境を再現する。

仮想偶発症例提示

平成２９年度は，歯科治療中の全身偶発症例（①血
管迷走神経反射，②アナフィラキシーショック，③
不整脈からの心停止と一次救命処置，④虚血性心疾
患）についてトライアルを実施した。前述したよう
にプロジェクターによって仮想症例のシナリオを提
示し，学生は偶発症発生時の状況とタブレット上の
生体モニタ変化から適切と思われる対応を選択する

（図２－１，２－２）。タブレット上の生体モニタで
は，正常時から急変時への変化を何度でも再現し，
学生に提示することが可能。

学生の解答した正答と誤答それぞれに対して，教

図２－２ iOS 用生体モニタシミュレーションアプリ
教員用タブレットから送信された偶発症発症前の

モニタ画面（右上段）と偶発症発症時（意識消失時）の
モニタ画面（右下段）

図２－１ プロジェクターによる歯科治療中の仮想偶発症例提
示例

図１ ICT 環境を利用した新しい臨床実習教育システムシステム概要
全てのタブレット（iPad）は Wi-Fi 接続され，相互通信可能となっている。

歯科学報 Vol．１１８，No．４（２０１８） ３０１

― ４１ ―



員はスライドとタブレットを利用し，写真や動画を
用いて学生全員に対して同時に偶発症に関する解説
とフィードバックを行うことが出来る（図３）。

学生へのアンケート

本トライアルに参加した第５学年（１２４期生）の学
生全員に対して実習後に無記名，自由記載アンケー
トを実施した。学生から得られた回答で多かったも
のを以下にあげる。
① 教科書や講義では理解が曖昧であったところ

が，タブレットでバイタルの変化を繰り返し見る
ことが出来て理解しやすかった。

② シナリオに合わせてモニタが変化することで，
本来のシチュエーションに近い状態で診断と対応
を考えることが出来た。

③ 座学の時よりも実際に自分が現場に臨んでいる
ようで理解しやすかった。

④ 全身偶発症を疑似体験できたようで，わかりや
すかった。

⑤ 心電図を読むのが苦手なので，このシステムを
使って心電図の学習をしてみたいと思った。

⑥ とても興味を持って取り組むことが出来た。わ
かりやすかった。

⑦ スライドとタブレットの併用でとても理解がし
やすかった。

⑧ 正答肢だけでなく誤答肢についてもフィード
バックがあったのでとてもよかった。

⑨ iPad を使う授業が初めてだったので，衝撃的
で印象に残りました。

⑩ とても楽しい授業でした。是非もっとこのシス
テムを導入して欲しいです。
以上のようにアンケート結果では学生から概ね良

い評価を得ることが出来，否定的な意見はひとつも
無かった。印象的だったのは，日常からスマート

図３ 実習中とフィードバック中の様子
学生達は繰り返し偶発症発症時のモニタ変化を確認できる。教員は写真や動画を用いて学生全員に対して同時に偶発症に関

する解説とフィードバックを行う。
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フォンやタブレット端末などの電子機器に慣れ親し
んでいる学生達にとってもタブレットを利用した
ICT 教育は，学生の興味と関心を高め，積極的に
実習に参加する学生が多かったことである。

おわりに

ICT を利用したシミュレーション教育は，臨床
実習においてメインの教育法ではなく，あくまでも
補完的な位置づけではあるが，時間や場所の制約に
とらわれず，自由度も高い利点がある。Perkins６）

は，効果的な学習につながる高品質な医学シミュ
レーションの特徴と効果は，①フィードバックの提
供がある，②繰り返しのトレーニングが可能，③カ
リキュラムの統合，④幅のある問題レベルである，
⑤複数の学習方略がある，⑥臨床的変化をとらえら
れる，⑦管理された環境である，⑧個別の学習が可
能，⑨効果が定義されている，⑩妥当なシミュレー
ターであることとしている。ICT を利用した本シ
ステムはこれら特徴の多くを満たしており，これま
での講義やテキストベースの教育以上に高い学習効
果が期待できる。くわえて，本システムのような
ICT と従前の視覚素材（スライド，動画）を組み合
わせたシミュレーション教育は，他の歯科医学教育
への応用も十分可能で，「歯学教育モデル・コア・
カリキュラム」の水準ⅢとⅣであっても，効果的な
臨床実習教育が期待できること思われる。今後の課
題として，教育コンテンツの充実（多様なシナリオ）
と学生の学習到達度に合わせ繰り返し行えるセルフ
ラーニングが可能な教材（e-ラーニングなど）の提
供７）が本システムの充実化に重要であると考える。
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