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研究成果の概要（和文）：　電子カルテシステム（昭和大学所有）を利用した学部内仮想病院が構築されており、病院
実習前の学内演習に利用できる。在宅医療の実習前に学部内仮想病院電子カルテシステムを利用し在宅医療の学内演習
を行うための模擬患者および仮想データを作成した。模擬患者のデータ作成を行い、スキルスラボでの模擬演習を可能
にする教育システムを構築した。

研究成果の概要（英文）： We built the virtual hospital in the department using an electronic chart 
system. The student can experience treatment at home with the electronic chart system of this virtual 
hospital, and also able to conduct the exercise of the practical skill of the home care of the simulated 
patient in skills laboratory.

研究分野： 病理学
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１．研究開始当初の背景 
 近年ほぼ全ての医療系大学ではチーム医
療の教育を掲げ教育を行っている。 
 今後は急性期である生命危機の時期を脱
却した在宅医療の現場でのチーム医療が重
要となる。脳卒中患者退院後 1ヶ月後の運動
能力評価が退院時より悪化していることは
良く経験することである。在宅医療の現場で
の在宅リハビリテーションの困難性の結果
と考えられる。そこで在宅医療での多職種連
携に対する解決策の抽出や効率的な医療提
供のための多職種連携についての教育・実践
について学生時代からの教育が重要である。 
 昭和大学 4学部での救急・回復期そして維
持期に関するチーム医療に関する教育体制
はほぼ完成し、各学年で行われている学部間
連携教育として行われているＰＢＬで教育
しており、次に在宅医療での多職種連携とし
てのチーム医療の重要性とその教育体制の
構築が求められる。 
 
２．研究の目的 
 国民が住み慣れた地域で生活することを
支えるためには、医療・福祉・保健にまたが
る様々な支援を提供する必要がある。そして
高齢化社会を向え在宅医療の重要性・必要性
が云われ、実際のニーズが高まっている。本
研究では病院で行われているチーム医療を
在宅医療の現場で行うために地域の医師、歯
科医師、看護師、薬剤師、理学療法士、作業
療法士などの多職種協働による在宅医療支
援体制を教育するシステムの構築を目的と
する。 
 
３．研究の方法 
 電子カルテシステム（昭和大学所有）を利
用した学部内仮想病院が構築されており、仮
想病院内でのチーム医療演習を行うシステ
ムが構築されている。そして実際に学内演習
および病院内でのチーム医療臨地実習が行
われている。高齢化社会を向え在宅医療の重
要性・必要性が云われ、実際のニーズが高ま
っている。このことから学部教育を充実させ
るために今後の医療のあり方を考えた仮想
病院模擬患者の在宅医療における多職種連
携チーム医療を模擬体験することで今後の
医療における在宅医療の重要性・必要性を理
解し臨地実習が容易となり、卒後の医療に役
立つ教育システムを構築する。 
 急性期における救急医療を含む病院等退
院後の在宅医療でのチーム医療の教育を検
討する必要性がある。 
 救急医療での救命率が向上し、急性期リハ
ビリテーションに加え退院後の回復期・維持
期のリハビリテーションに関する疾患モデ
ルを検討すると下記の図の如くとなる。 
 
脳卒中患者 → 救急医療（急性期リハ）→ 
回復期医療（回復期リハ）→ 日常生活への
復帰・維持のためのリハビリ（維持期リハ、

在宅等への復帰、日常生活継続を支援）→ 
退院・退所・通院、在宅療養支援→在宅療養 
（地域医師、歯科医師、看護師、薬剤師、理
学療法士、作業療法士、社会福祉士などによ
る在宅医療の支援） 
 在宅医療では、他専門職種の関わり方を理
解し、自分の専門職としての役割を再確認す
ることを重要視する。 
 
 （例）脳卒中患者、心筋梗塞患者、糖尿病
患者などの在宅医療 
 多職種連携チーム医療内容（案） 
   維持期リハビリテーション 
    （リハビリテーション医師） 
   口腔ケア（歯科医師） 
   薬剤投与（薬剤師） 
   リハビリテーション 
    〔在宅および通院（通所）〕 
    〔理学療法士、作業療法士〕 
   日常生活援助（看護師） 
   栄養指導（管理栄養士） 
 以上の様な内容を中心として、仮想病院の
模擬患者電子カルテを作成し、専門科目での
授業（演習）で利用する。 
 
１）電子カルテ（昭和大学所有）に入力する
模擬患者の検討 
 2 年次に行われる各学科の授業内で提示す
る事例を授業計画から検討し、模擬患者を作
成、入力する。在宅医療のケアとリハビリテ
ーションの領域模擬患者の基本となる模擬
患者を授業内から選択する。検討された模擬
患者の医学的情報を再検討し、典型的な模擬
患者を作成する。治療と薬剤投与に関しての
検討を合わせて行う。最終的にチーム医療と
しての構築を検討し、目的・治療方法や模擬
患者の到達目標、そして評価方法について検
討する。 
 
２）画像および臨床検査についての整備 
 模擬患者の診断画像および臨床検査結果
の入力に加え、学生が不得意分野である正常
値および肉眼解剖と画像診断（CT・MRI・エ
コー等）の正常画像が参照できるようにする。  
 
３）薬剤師業務について 
  看護師・理学療法士・作業療法士が服薬
指導や副作用について模擬患者を通して理
解できるように電子カルテ利用し病院実習
前の教育を行う。服薬指導・併用禁忌データ
等の更新を行う。  
 
４）歯科領域について 
  昭和大学口腔ケアセンターの口腔ケアマ
ニュアルおよび口腔リハビリテーション（摂
食・嚥下障害）を参照できるように電子カル
テを整備する。 
 
４．研究成果 
 



H24 年度 
１）電子カルテに入力する模擬患者の検討 
 2 年次に行われる各学科の授業内で提示す
る事例を授業計画から検討し、模擬患者を作
成、入力した。在宅医療のケアとリハビリテ
ーションの領域模擬患者の基本となる模擬
患者を看護・理学療法・作業療法学科の授業
内から選択し、検討された模擬患者の医学的
情報を再検討、典型的な模擬患者を作成した。
治療と薬剤投与に関して検討した。チーム医
療としての構築を検討し、各チーム医療班と
しての目的・治療方法や模擬患者の到達目標、
そして評価方法について検討している。 
 
２）授業での利用準備 
 電子カルテ利用方法の講習会準備と簡単
な利用マニュアルを作成している。学生所有
のコンピュータの故障等に対応するため貸
出し用ノート型コンピュータを準備した。ス
キルスラボを利用し在宅医療で行う項目の
演習準備を開始した。 
 
３）画像および臨床検査についての整備 
 模擬患者の診断画像および臨床検査結果
の入力に加え、学生が不得意分野である正常
値および肉眼解剖と画像診断（CT・MRI・エ
コー等）の正常画像が参照できるようデータ
の作成と画像の準備を行ってきた。 
 
４）薬剤師業務について 
 薬学部の病院実習および調剤薬局実習で
の服薬指導や副作用についてのチェック、薬
剤服薬歴の記録作成や薬についての情報収
集を行いカルテへの記載準備を行った。服薬
指導・併用禁忌データ等の更新を行った。 
 
５）歯科領域について 
 昭和大学口腔ケアセンターの口腔ケアマ
ニュアルおよび口腔リハビリテーション（摂
食・嚥下障害）を参照できるように整備した。 
 
H25 年度 
１）電子カルテに入力する模擬患者情報の検
討 
 学部内仮想病院の電子カルテに入力する
仮想模擬患者のデータ作成と退院後の在宅
医療、特に在宅チーム医療としての在宅看護、
在宅リハビリテーションに関するデータ内
容を作成し、追加入力を行った。口腔ケア実
施に関する項目検討を行い、模擬実施内容を
精査した。精神科領域の模擬患者基本情報を
作成した。 
 
２）画像および臨床検査項目の検討 
 特に退院時の模擬患者状態を示す画像（X
線写真、CT・MRI 画像、US画像等）の収集と
入力準備を行った。 
 
３）在宅薬剤師業務に関する検討 
 在宅における薬剤服用指導に関する資料

ファイルを作成し、看護学科・理学療法学科
と作業療法学科学生が理解できるような内
容になっているかを検討し、内容再検討項目
を抽出した。 
 
４）ネットワーク整備 
 学内無線 LAN の整備を行い、50～100 名が
同時接続可能となった。 
 
H26 年度 
１）ネットワーク整備 
 昨年度実施した学内無線LANの整備の確認
を行うために、50 名が学生所有のノ－ト型
PC を同時に無線 LAN 接続し、実際に利用可能
であることを検証した。 
 
２）電子カルテシステムの整備 
 スキルスラボで使用するサーバーを1台追
加し、サーバー用 OS のバージョンアップを
行い、その後昨年度実施できなかった電子カ
ルテシステムおよび薬剤関連ソフトのバー
ジョンアップを実施した。本年度の整備によ
り電子カルテシステムは、学内全教室で利用
可能な無線LANを利用してリモートデスクト
ップから電子カルテシステムに接続する方
法とスキルスラボ内でのみ利用できる電子
カルテシステムの 2系統に分離した。 
 
３）スキルスラボでの模擬演習のための整備 
 スキルスラボでの模擬演習時に電子カル
テシステムが利用できるようにスキルスラ
ボでの模擬演習（フィジカルアセスメントモ
デル、心臓病用シミュレーション、胸部診察
トレーニングシステムおよびバイタルサイ
ンベイビー等本学部所有の機器を利用する
演習）用の模擬患者のデータ作成を行った。 
 今後スキルスラボでの模擬演習時の使用
を強化することにより、病院実習・在宅医療
実習前の知識・技能および態度の確認を行う
ことが出来る。 
 
４）仮想病院模擬患者の充実 
 仮想病院模擬患者のデータ作成を充実さ
せ、在宅医療やリハビリテーション等に対応
する多職種連携チーム医療用の仮想データ
を作成した。 
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