
第53回日本医学教育学会大会予稿集 補19

7月29日（木）　プレカンファレンス　

1 チャンネル 2 チャンネル 3 チャンネル 4 チャンネル 特別チャンネル オンデマンド 
ビデオシンポジウム

9:00
オンデマンド 

ビデオシンポジウム1
地域医療と文化人類学の
対話～地域の現場からの

学び～
座長：  田中　大介 

密山　要用
オーガナイザー：  渥美　一弥
演者：  村上　力也 

小島　巧実 
福島　俊太朗 
岡本　雄太郎 
中村　香代子 
藤田　和樹

コメンテーター：星野　晋 
 浮ヶ谷　幸代
総括：佐藤　正章

オンデマンド 
ビデオシンポジウム2
リベラルアーツ学修の場

としての地域医療
座長：  安井　浩樹 

小比賀　美香子
演者：  谷口　純一 

孫　大輔 
杉村　政樹 
尾原　晴雄 
田中　淳一

オンデマンド 
ビデオシンポジウム3
医学教育学分野の研究者
育成：Maastricht大学の

PhDの体験から
座長：錦織　宏
演者：  菊川　誠 

松山　泰 
錦織　宏

オンデマンド 
ビデオシンポジウム4
医学教育プログラム評価
の理論と実践　～教学IR
の組織的な取組みの視点

から～ 
座長：泉　美貴
演者：  岡田　聡志 

杉森　公一 
太田　邦雄 
泉　美貴 
唐牛　祐輔 
恒川　幸司 
那波　伸敏 
淺田　義和

オンデマンド 
ビデオシンポジウム5
医学教育と「アート」～
医学教育に人文学を導入

する意義とは～
座長：  宮田　靖志 

小比賀　美香子
演者：  小比賀　美香子 

岡崎　研太郎 
皆藤　章 
葉　祥明 
岡本　裕子 
松川　えり

オンデマンド 
ビデオシンポジウム6
医学教育におけるこれか
らの対面授業のあり方を
考える ―コロナ禍におけ
る様々な学びを経験し

てー 
座長：  藤倉　輝道 

守屋　利佳
演者：  西屋　克己 

泉　美貴 
小林　直人 
小田　康友

10:00

11:00

12:00

理事会
（12:30～14:30）

13:00

14:00

15:00

代議員会
（15:00～17:00）16:00

17:00

プレカンファレンス企画 
シンポジウム

（17:30～19:30）
コロナウイルスパンデミック時
の臨床実習ベストプラクティス 
Moderators：  山本　さゆり 

野村　恭子 
太田　龍一 
宮地　由佳 

Speakers：  早稲田　勝久 
Arti Maini 
磯部　真倫 
Kasaya Tantiphlachiva

プレカンファレンス企画 
ワークショップ1
（17:30～19:00）

医学教育におけるルーブリック
評価の開発と活用（医学教育専
門家更新用講習会を兼ねる）
座長：  藤崎　和彦、守屋　利佳 

高村　昭輝、椎橋　実智男 
伊藤　彰一

演者：渡邊　洋子

プレカンファレンス企画 
ワークショップ2
（17:30～19:30）

ジェダイの哲学と医学教育
司会：錦織　宏

ファシリテーター：  南郷　栄秀 
近藤　猛 
肥田　侯矢 
岡﨑　三枝子 
孫　大輔 
大橋　綾子 
高見　秀樹

プレカンファレンス企画ワークショップ3
（17:30～19:00）

第3回医療系IR友の会ミーティング 
～次なる一歩へ向かって

司会：恒川　幸司
ファシリテーター：  中村　真理子 

岡田　聡志 
淺田　義和 
菰田　孝行 
椎橋　実智男

18:00

19:00

20:00

21:00



医学教育　第52巻・補冊　2021年補20

7月30日（金）　大会第１日目　

1 チャンネル 2 チャンネル 3 チャンネル 4 チャンネル
9:00 開会式（09:00～09:15）

招請講演1
（09:15～10:15）

Three historic paradigms in 
assessment: Where are you?
Chair：松山　泰

Speaker：Cees van der Vleuten

ライブディスカッション01
（09:15～10:03）
オンライン教育

座長：門川　俊明、三原　弘
10:00

特別シンポジウム1
（10:30～12:30）

コロナ禍を経て見えてきた地域医療教
育の進化と本質

座長：前田　隆浩、小谷　和彦
指定発言：松山　泰

演者：  井口　清太郎、松本　正俊 
永田　康浩、佐藤　新平 
小谷　和彦

シンポジウム1
（10:30～12:30）

日本医学教育学会・社会医学系専門 
医協会合同シンポジウム 

社会医学系専門医のキャリア形成と 
医学教育

座長：小西　靖彦、磯　博康
演者：  永井　良三、佐々木　昌弘 

内田　勝彦、錦織　宏 
和田　裕雄、今中　雄一

ワークショップ1
（10:30～12:00）

医学教育研究の基本を学ぶワーク
ショップ

司会：藤倉　輝道
ファシリテーター：  田川　まさみ、石川　ひろの 

片岡　仁美、今福　輪太郎 
武冨　貴久子、大久保　由美子 
菊川　誠

ワークショップ4
（10:30～12:00）

新型コロナ感染症対応から見えてきた 
これからの各科臨床実習の理想像を考える 

司会：長谷川　仁志、石丸　裕康
ファシリテーター：  長谷川　仁志 

三原　弘 
谷崎　隆太郎 
西屋　克己 
網谷　真理恵

11:00

12:00

ライブディスカッション03
（12:25～13:25）

試験・評価
座長：  堀内（高屋敷）　明由美 

伊藤　彰一

ライブディスカッション02
（12:40～13:40）

オンライン外科臨床実習
座長：小西　靖彦、磯部　真倫

13:00

総会
（13:50～14:50）

14:00

15:00
大会長講演

（15:00～16:00）
ポストコロナ時代の医学教育

座長：小西　靖彦
演者：永井　良三

16:00
日韓台合同シンポジウム

（16:10～17:10）
How can we optimize our health professions 

education in East Asian context?
Moderators：矢野　晴美、菊川　誠

Speakers：Yoon-Seon Lee、Jen-Hung Yang

シンポジウム2
（16:10～17:40）

医療専門職教育における利益相反に関する
卒前、卒後、生涯教育カリキュラムの提案

座長：野村　英樹、大滝　純司
演者：  宮田　靖志、向原　圭 

齋藤　さやか、森本　剛 
伊藤　俊之

ワークショップ2
（16:10～18:10）

キャリアヒストリーで仕事（work）と 
人生（life）を振り返る

司会：種村　文孝
ファシリテーター：  渡邊　洋子 

犬塚　典子 
池田　雅則 
池田　法子 
柏木　睦月

ワークショップ5
（16:10～18:10）

学会が誇る（？）エキスパートと 
学ぶICT教育ツールの使い方

司会：椎橋　実智男
ファシリテーター：  西屋　克己、淺田　義和 

大久保　由美子 
小林　直人、橋本　忠幸 
藤田　博一 
Raoul Breugelmans 
松下　毅彦、村岡　千種 
門川　俊明、山本　憲

17:00

招請講演2
（17:20～18:20）

Assessment in medical education 
before, during and after COVID-19

Chair：松山　泰
Speaker：Jimmie Leppink

18:00

シンポジウム3
（18:20～20:20）

どのようにしてシミュレーション教育の 
裾野を広げるか；post-corona時代も 

見据えて
座長：石丸　裕康、稲森　正彦
キーレクチャー：  藤倉　輝道 

石丸　裕康
演者：  藤倉　輝道、駒澤　伸泰 

川原　千香子、淺田　義和 
橋本　卓弥

ワークショップ3
（18:20～20:20）

【オンラインワークショップ】「専門医教
育」の未来を語ろう！ ―卒後教育のシー

ムレス化を目指して 
司会：土屋　静馬、中川　晋

オブザーバー：小西　靖彦
ファシリテーター：  倉島　庸、西屋　克己 

南郷　栄秀、三原　弘 
蓮沼　直子 
松島　加代子

ワークショップ6
（18:20～19:50）
効果的かつ効率的な 

医療安全教育を目指して
司会：田中　和美

ファシリテーター：  小松　康宏 
岸　美紀子 
清水　郁夫 
高村　昭輝

受賞者講演
（18:30～20:00）
座長：小西　靖彦

19:00

20:00

特別企画【医学教育アカデミー賞】
（20:30～21:30）21:00
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5 チャンネル 6 チャンネル 特別チャンネル オンデマンド 
ビデオシンポジウム

オンデマンド 
ビデオシンポジウム1

地域医療と文化人類学の対話～地域の
現場からの学び～

座長：  田中　大介 
密山　要用

オーガナイザー：  渥美　一弥
演者：  村上　力也 

小島　巧実 
福島　俊太朗 
岡本　雄太郎 
中村　香代子 
藤田　和樹

コメンテーター：  星野　晋 
浮ヶ谷　幸代

総括：佐藤　正章

オンデマンド 
ビデオシンポジウム2

リベラルアーツ学修の場としての地域
医療

座長：  安井　浩樹 
小比賀　美香子

演者：  谷口　純一 
孫　大輔 
杉村　政樹 
尾原　晴雄 
田中　淳一

オンデマンド 
ビデオシンポジウム3

医学教育学分野の研究者育成：
Maastricht大学のPhDの体験から

座長：錦織　宏
演者：  菊川　誠 

松山　泰 
錦織　宏

オンデマンド 
ビデオシンポジウム4

医学教育プログラム評価の理論と実践
　～教学IRの組織的な取組みの視点か

ら～ 
座長：泉　美貴
演者：  岡田　聡志 

杉森　公一 
太田　邦雄 
泉　美貴 
唐牛　祐輔 
恒川　幸司 
那波　伸敏 
淺田　義和

オンデマンド 
ビデオシンポジウム5

医学教育と「アート」～医学教育に人
文学を導入する意義とは～
座長：  宮田　靖志 

小比賀　美香子
演者：  小比賀　美香子 

岡崎　研太郎 
皆藤　章 
葉　祥明 
岡本　裕子 
松川　えり

オンデマンド 
ビデオシンポジウム6

医学教育におけるこれからの対面授業
のあり方を考える ―コロナ禍における

様々な学びを経験してー 
座長：  藤倉　輝道 

守屋　利佳
演者：  西屋　克己 

泉　美貴 
小林　直人 
小田　康友

シンポジウム4
（09:15～11:15）

若手医学教育者のキャリアパス 
＜なぜ私は医学教育を選んだのか＞
座長：  橋本　忠幸、西城　卓也 

矢野　晴美
部会メンバー：  尾原　晴雄 

増田　良太 
松島　加代子

演者：  小杉　俊介、幕内　安弥子 
徳増　一樹、長崎　一哉

シンポジウム5
（09:15～11:15）

外科系医師はどのようにして医学教育の 
キャリアを形成していくのか？
座長：倉島　庸、川平　洋
演者：  磯部 真倫、木村　友和 

高見　秀樹、山内　かづ代 
倉島　庸、川平　洋

International Session (Live discussion) 01
（11:25～12:15）

Interactive live discussion 1: Cultural 
contexts in medical education

座長：Raoul Breugelmans、Ryoko Michinobu
演者：An Kozato、Osamu Nomura、Stanyon Maham、Duong Uyen Binh Pham

ライブディスカッション06
（11:25～12:25）

（コロナ下での）医学生
座長：石原　慎、鈴木　富雄

International Session (Live discussion) 02
（12:25～13:15）

Interactive live discussion 2: Teaching and learning
座長：Masato Ito、Sayaka Oikawa
演者：  Takanori Uehara、Sang Mi Lee、Kris 

Siriratsivawong、Shizuma Tsuchiya

ライブディスカッション07
（12:35～13:23）
入学前教育・入試

座長：平形　道人、岡崎　仁昭

ライブディスカッション04
（16:10～17:22）

PBL/TBL
座長：岡崎　史子、清水　郁夫

ライブディスカッション08
（16:10～17:22）

卒後臨床研修
座長：前野　哲博、松島　加代子

ライブディスカッション05
（17:32～18:44）

シミュレーション教育
座長：石川　和信、及川　沙耶佳
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7月31日（土）　大会第２日目　

1 チャンネル 2 チャンネル 3 チャンネル 4 チャンネル
9:00

特別シンポジウム2
（09:00～11:00）

新時代の遠隔ハンズオンセミナー
座長：川平　洋、宮道　亮輔
演者：  河合　隆、菅野　武 

三原　弘、八木　街子 
磯部　真倫、武田　聡

シンポジウム6
（09:00～10:30）

医療界における多様性と包摂の推進で 
医学教育が果たすべき役割とは 
座長：野村　英樹、松島　加代子
演者：  野村　英樹、津川　友介 

渡邊　洋子、後藤　理英子 
吉田　絵理子

ワークショップ7
（09:00～11:00）

多職種協働／連携教育の関心事をつなげる 
テーマ型学習コミュニティの構築 

司会：春田　淳志
ファシリテーター：  安井　浩樹、伊野　美幸 

内山　靖、加藤　博孝 
前野　貴美、後藤　亮平 
内藤　知佐子、後藤　道子 
野呂瀬　崇彦、吉見　憲二 
石川　さと子  
大槻　眞嗣

シンポジウム9
（09:00～10:30）
セルフケア教育 

～コロナ新時代の学生自身の心のケア～ 
座長：高宮　有介
演者：  高宮　有介、西垣　悦代 

安田　裕子、中野　民夫 
土屋　静馬

10:00

シンポジウム7
（10:40～12:10）

医学部入学者選抜の「公正性」に 
関する検討 

座長：平形　道人、瀬尾　宏美
演者：  賀來　敦、恒川　幸司 

大滝　純司、渡邊　洋子

ワークショップ10
（10:40～12:10）

障害や病いを持つ医療系学生の語りから 
教育的支援や合理的配慮について考える

司会：瀬戸山　陽子 
ファシリテーター：  瀬戸山　陽子 

川上　ちひろ 
青木　昭子 
原田　芳巳

11:00
招請講演3

（11:10～12:10）
Simulation Education: 1 year of 

COVID-19
Chair：川平　洋

Speaker：Benjamin Berg

ワークショップ8
（11:10～12:10）

地域に丸投げ？ 
どがんしようか～、研修医の在宅医療教育。

司会：松島　加代子
ファシリテーター：浜田　久之、中桶　了太、谷川　健12:00

スポンサードセミナー1
（12:30～13:30）

日本病理学会におけるMoodleの実践的活用について
座長：小倉　久史
演者：松崎　剛、藤井　丈士
共催：株式会社イーラーニング

スポンサードセミナー2
（12:30～13:30）

漢方を学ぶ・漢方を活かす ―地域医療の現場から―
座長：岡崎　仁昭
演者：吉永　亮
共催：株式会社ツムラ

スポンサードセミナー3
（12:30～13:30）

診療ガイドラインを医学教育に活用する：
患者本位のShared Decision Making

座長：福岡　敏雄
演者：福岡　敏雄

共催：公益財団法人　日本医療機能評価機構

13:00

招請講演4
（13:40～14:40）

コロナ時代の遠隔授業デザイン
座長：淺田　義和
演者：鈴木　克明

14:00

特別シンポジウム3
（14:50～16:20）

コロナ時代の学習者評価をどうするか？
座長：伴　信太郎、岡崎　仁昭
演者：  高木　康、森本　剛 

伴　信太郎、岡崎　仁昭 
生坂　政臣

シンポジウム8
（14:50～16:50）

コロナ時代の模擬患者（SP）シミュレーショ
ン：世界の模擬患者養成およびOSCEの最前線
Chairs：阿部　恵子、Tanya Tierney

Speakers：  Cathy Smith、阿部　恵子 
Meghana Sudhir 
Carol Fleishman、Jim Blatt 
Nicola Ngiam、Shang-Po Kao 
Elizabeth Kachur 
Claudia Arancibia 
Reem N. Alajmi

ワークショップ9
（14:50～16:20）

漫画を使った 
医療プロフェッショナリズム教育
座長：宮田　靖志、内藤　知佐子

演者・ファシリテーター：  宮田　靖志 
内藤　知佐子 
高橋　優三 
藤野　ユリ子 
岡本　華枝

ワークショップ11
（14:50～16:50）
明日から使える 

医学教育×ゲーミフィケーション
司会：田中　淳一

ファシリテーター：  荻野　美恵子 
近藤　猛 
柴田　綾子 
照屋　周造 
西垣　悦代 
藤井　達也 
村岡　千種

15:00

16:00

17:00
閉会式

（17:00～17:30）

18:00

19:00

20:00

21:00
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5 チャンネル 6 チャンネル 特別チャンネル オンデマンド 
ビデオシンポジウム

ライブディスカッション09
（09:00～10:00）
医学教育専門部門

座長：錦織　宏、西城　卓也

ライブディスカッション10
（09:00～10:00）

低学年教育
座長：鈴木　敬一郎、長谷川　仁志

オンデマンド 
ビデオシンポジウム1

地域医療と文化人類学の対話～地域の
現場からの学び～

座長：  田中　大介 
密山　要用

オーガナイザー：  渥美　一弥
演者：  村上　力也 

小島　巧実 
福島　俊太朗 
岡本　雄太郎 
中村　香代子 
藤田　和樹

コメンテーター：  星野　晋 
浮ヶ谷　幸代

総括：佐藤　正章

オンデマンド 
ビデオシンポジウム2

リベラルアーツ学修の場としての地域
医療

座長：  安井　浩樹 
小比賀　美香子

演者：  谷口　純一 
孫　大輔 
杉村　政樹 
尾原　晴雄 
田中　淳一

オンデマンド 
ビデオシンポジウム3

医学教育学分野の研究者育成：
Maastricht大学のPhDの体験から

座長：錦織　宏
演者：  菊川　誠 

松山　泰 
錦織　宏

オンデマンド 
ビデオシンポジウム4

医学教育プログラム評価の理論と実践
　～教学IRの組織的な取組みの視点か

ら～ 
座長：泉　美貴
演者：  岡田　聡志 

杉森　公一 
太田　邦雄 
泉　美貴 
唐牛　祐輔 
恒川　幸司 
那波　伸敏 
淺田　義和

オンデマンド 
ビデオシンポジウム5

医学教育と「アート」～医学教育に人
文学を導入する意義とは～
座長：  宮田　靖志 

小比賀　美香子
演者：  小比賀　美香子 

岡崎　研太郎 
皆藤　章 
葉　祥明 
岡本　裕子 
松川　えり

オンデマンド 
ビデオシンポジウム6

医学教育におけるこれからの対面授業
のあり方を考える ―コロナ禍における

様々な学びを経験してー 
座長：  藤倉　輝道 

守屋　利佳
演者：  西屋　克己 

泉　美貴 
小林　直人 
小田　康友

ワークショップ12
（10:10～12:10）

医師育成過程を俯瞰した 
望ましい評価を考える

司会：田川　まさみ
ファシリテーター：  椎橋　実智男 

浦野　哲哉 
松山　泰 
高村　昭輝 
高田　和生 
清水　郁夫

ライブディスカッション11
（10:10～11:10）
自己主導型学習

座長：西屋　克己、柴原　真知子

ライブディスカッション12
（11:20～12:20）

ICTの活用
座長：松下　毅彦、淺田　義和

学生・研修医交流セッション
（14:50～16:50）

私たちはどう学ぶか？ 
～学習者の抱える課題を 
学習者自ら考える～

企画：初期・後期研修医・医学生有志 
（協力：医師・医学教育専門家有志）

ライブディスカッション13
（14:50～15:50）

地域医療教育
座長：小谷　和彦、高村　昭輝

ライブディスカッション14
（16:00～17:00）

多様なコンピテンシー
座長：田川　まさみ、高橋　誠

ユニットの会
（18:00～20:00）
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8月1日（日）　ポストカンファレンス　　

1 チャンネル 2 チャンネル 3 チャンネル 4 チャンネル 特別チャンネル オンデマンド 
ビデオシンポジウム

9:00

ポストカンファレンス企画 
シンポジウム1

（09:00～11:00）
ICTを活用したシームレス医学教育 

コンテンツの開発
座長：河北　博文、岡崎　仁昭
演者：  河北　博文、栗原　博之 

上田　茂、岡崎　仁昭 
川平　洋、松山　泰 
淺田　義和

ポストカンファレンス企画 
ワークショップ2
（09:00～11:00）

外国人診療に役立つ「や
さしい日本語」でコミュ

ニケーション教育
司会：武田　裕子

ファシリテーター：  石川　ひろの 
岩田　一成 
新居　みどり 
有賀　麻輝江 
原　尚子 
津崎　たから

ポストカンファレンス企画 
ワークショップ3
（09:00～11:00）

医学部におけるキャリア
教育　どう実施する？　
～『キャリアシミュレー
ションプログラム　医学

生版』の体験
司会：賀來　敦

ファシリテーター：  深町　珠由 
米田　朝香 
里見　なつき

ポストカンファレンス企画 
ワークショップ4
（09:00～10:30）

Residents as Teachersワーク
ショップ - オンラインレクチャー

のオンラインレクチャー - 
司会：橋本　忠幸

ファシリテーター： 
　　小杉　俊介、長谷川　雄一 
　　平松　由布季、木戸　敏喜 
　　石井　潤貴、菊川　誠

オンデマンド 
ビデオシンポジウム1
地域医療と文化人類学の
対話～地域の現場からの

学び～
座長：  田中　大介 

密山　要用
オーガナイザー：  渥美　一弥
演者：  村上　力也 

小島　巧実 
福島　俊太朗 
岡本　雄太郎 
中村　香代子 
藤田　和樹

コメンテーター： 星野　晋 
 浮ヶ谷　幸代

総括：佐藤　正章

オンデマンド 
ビデオシンポジウム2
リベラルアーツ学修の場

としての地域医療
座長：  安井　浩樹 

小比賀　美香子
演者：  谷口　純一 

孫　大輔 
杉村　政樹 
尾原　晴雄 
田中　淳一

オンデマンド 
ビデオシンポジウム3
医学教育学分野の研究者
育成：Maastricht大学の

PhDの体験から
座長：錦織　宏
演者：  菊川　誠 

松山　泰 
錦織　宏

オンデマンド 
ビデオシンポジウム4
医学教育プログラム評価
の理論と実践　～教学IR
の組織的な取組みの視点

から～ 
座長：泉　美貴
演者：  岡田　聡志 

杉森　公一 
太田　邦雄 
泉　美貴 
唐牛　祐輔 
恒川　幸司 
那波　伸敏 
淺田　義和

オンデマンド 
ビデオシンポジウム5
医学教育と「アート」～
医学教育に人文学を導入

する意義とは～
座長：  宮田　靖志 

小比賀　美香子
演者：  小比賀　美香子 

岡崎　研太郎 
皆藤　章 
葉　祥明 
岡本　裕子 
松川　えり

オンデマンド 
ビデオシンポジウム6
医学教育におけるこれか
らの対面授業のあり方を
考える ―コロナ禍におけ
る様々な学びを経験し

てー 
座長：  藤倉　輝道 

守屋　利佳
演者：  西屋　克己 

泉　美貴 
小林　直人 
小田　康友

10:00

11:00

ポストカンファレンス企画 
ワークショップ1
（11:10～13:10）

日本医学教育学会大会 
プログラムの将来

司会：平形　道人、錦織　宏
ファシリテーター： 
　　淺田　義和、磯部　真倫 
　　鋪野　紀好、清水　郁夫 
　　田中　淳一、橋本　忠幸 
　　森　茂久、門川　俊明 
　　矢野　晴美

ポストカンファレンス企画 
シンポジウム2

（11:10～13:10）
多彩なキャリア観を付与する 
医学教育が、燃え尽きを防ぐ 
座長：飯島　研史
演者：  賀來　敦、宮田　靖志 

飯島　研史、蓮沼　直子 
長谷田　真帆

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00


