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8 月 4 日（木）　大会前日　会場：群馬大学
A 会場 B 会場 C 会場 D 会場 E 会場

基礎中講堂 基礎大講堂 基礎大学院講堂 大学院実習室 刀城会館
10:00

11:00

12:00

理事会
（12:30-14:30）

13:00

14:00

代議員会
（14:40-16:40）

15:00

16:00

17:00 プレカンファレンス 
ワークショップ 1

（17:00-18:30）
第4回医療系IR友の会 

ミーティング～実践共有の 
さらなる発展のために

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 
柿崎 真沙子、佐藤 麻紀 
椎橋 実智男

プレカンファレンス 
ワークショップ 2

（17:00-18:30）
リモートで臨床シミレー 

ションを開催する： 
何を、そして、どのように？

座長・司会：山畑 佳篤
ファシリテーター：
　　　  山畑 佳篤 

斎藤 裕之 
望月 礼子

プレカンファレンス 
ワークショップ 3

（17:00-18:30）
多様性の時代に対応できる 

医療者育成：模擬患者参加型 
医療面接教育に患者の 

個別性をどう盛り込むか
司会：阿部 恵子、後藤 道子
演者：阿部 恵子
ファシリテーター：
　　　  阿部 恵子、後藤 道子 

早川 佳穂、吉田 登志子 
井上 千鹿子

プレカンファレンス 
ワークショップ 4

（17:00-18:30）
レゴシリアスプレイの手法を 

医学教育に活用した、 
手も頭も動かす省察

司会・ファシリテーター：
　　　田中 淳一

プレカンファレンス 
ワークショップ 5

（17:00-18:30）
臨床研修および臨床実習の評価：
EPOC2とCC-EPOC、LMSとの 

連動ー現状と目指すもの
座長：守屋 利佳
司会・ファシリテーター：
　　　  守屋 利佳、藤崎 和彦 

伊藤 彰一、椎橋 実智男 
高村 昭輝

演者：高橋 誠

18:00

19:00

Welcome Reception
19:00-20:00
【臨江閣】
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8 月 5 日（金）　大会第 1 日目　　　 　　　会場：G メッセ群馬
第 1 会場 第 2 会場 第 3 会場 第 4 会場 第 5 会場 第 6 会場 第 7 会場 第 8 会場 ポスター会場 企業展示 Web 会場

4F 大会議室 AB 3F 中会議室 302A 3F 中会議室 301B 3F 中会議室 301A 2F メインホール A 2F 中会議室 202AB 2F 中会議室 201B 2F 中会議室 201A 2F メインホール BC
8:00

オンデマンド 
シンポジウム 1

シミュレーション教育の 
指導者として学びを深める

　～海外での経験を 
ふまえて～

座長：  及川 沙耶佳 
大内 元

演者：  重城 聡 
小嶋 大樹 
大内 元 
志賀 隆 
武田 聡

オンデマンド 
シンポジウム 2

OSCE公的化へ向けた 
シミュレーション教育の 

質改善
座長：  藤倉 輝道 

石丸 裕康
演者：  稲森 正彦 

駒澤 伸泰 
早坂 明哲 
川原 千香子 
石丸 裕康 他

オンデマンド 
シンポジウム 3

医療教育におけるXRの 
現状と課題

司会：宮道 亮輔
演者：  小山 博史 

横堀 將司 
山本 憲 
染谷 真紀 
清住 哲郎

オンデマンド 
シンポジウム 4

ICT を用いた卒前卒後の
シームレスな医師の 

臨床教育評価システム
EPCO2の開発・ 

運用から明らかとなった 
知見・課題と今後に 

期待されること
座長：  山脇 正永 

高橋 誠
演者：  高橋 誠 

木内 貴弘 
大出 幸子 
那波 伸敏 
岡田 英理子

指定発言：田中 雄二郎

オンデマンド 
シンポジウム 5
IRによる持続可能な 
教育プログラム評価

座長：泉 美貴
演者：  岡田 聡志 

恒川 幸司 
唐牛 祐輔 
那波 伸敏 
淺田 義和 
杉森 公一

ポスター貼付
（8:30-10:00）

開会式
9:00 大会長講演

（9:00-9:40）
多様なニーズに対応できる医師の養成を目
指して　群馬大学医学部医学科の取り組み
座長：小湊 慶彦　演者：石崎 泰樹

ワークショップ 1
（9:10-10:40）

医学教育における 
無意識のバイアス

司会：  赤嶺 陽子、岡崎 三枝子
ファシリテーター： 
　　　  赤嶺 陽子、岡崎 三枝子 

鈴木 康之、今福 輪太郎 
西城 卓也

シンポジウム 1
（9:10-10:40）

臨床研修を練る会議 
～外来研修＆評価（続編）～

座長：  松島 加代子 
安井 浩樹

指定発言：  石原 慎 
伊野 美幸

ワークショップ 2
（9:10-10:40）

ジェンダー特性を 
ふまえたキャリア支援の 

ポイントとは？
ファシリテーター： 
　　　  松井 智子 

浅川 麻里 
神廣 憲記 
多賀 太 
井上 真智子

シンポジウム 2
（9:10-10:40）

新しい視点のプロフェッショ 
ナリズム教育：何を、なぜ、 

どう教えるのか
座長：  宮田 靖志 

朝比奈 真由美
演者：  高宮 有介 

小比賀 美香子 
横尾 英孝、高田 真二 
長谷田 真帆

ワークショップ 3
（9:10-10:40）

脱出ゲームを活用した 
医学教育の展望

ファシリテーター：
　　　  村岡 千種 

淺田 義和

口演 01
（9:10-10:00）

OSCE、シミュレーション評価
座長：伊藤 俊之、山脇 正永

口演 02
（9:10-10:00）

アクティブラーニング
座長：  西屋 克己 

大久保 由美子特別講演 1
（9:50-10:30）

日本医学教育評価機構による 
医学教育評価の現状と展望

司会：鈴木 利哉　演者：奈良 信雄

10:00 口演（英語）01
（10:00 ｰ 10:40）

学習／プロフェッショナリズム、国際化
座長：ブルーヘルマンス ラウール、山本 さゆり

口演 03
（10:00-10:50）

医療安全
座長：田中 和美、清水 郁夫

ポスター閲覧
（10:00-18:00）

企業展示
（10:00-19:00）

招請講演 1
（10:40-11:40）

Developing problem-solving 
skills in healthcare students

座長：鯉淵 典之
演者：Dee U. Silverthorn

シンポジウム 3
（10:50-12:20）

医師国家試験受験生の現実と 
医学教育のあるべき方向性

座長：  泉 美貴 
蓮沼 直子

演者：  蓮沼 直子 
泉 美貴 
土肥 聡 
吉田 尭生

シンポジウム 4
（10:50-12:20）

本邦の初期臨床研修医教育における基本的 
臨床能力評価試験（GM-ITE: General 

Medicine In-Training Examination）の活用
座長：西﨑 祐史
指定発言：  小林 裕幸、西口 翔 

栗原 健、福井 翔
演者：  西﨑 祐史、志水 太郎 

鋪野 紀好、山本 祐 
長崎 一哉

ワークショップ 4
（10:50-12:20）

Career Cafe：キャリア 
カウンセリング・ルーム

座長：賀來 敦
演者・ファシリテーター：
　　　  飯島 研史、杉山 新
　　　木村 朱美、草柳 かほる
　　　里見 なつき
　　　橋本 富美子、原 美鈴

特別シンポジウム 1
（10:50-12:20）

多職種連携教育の潮流とそのイン
パクト―今後の展望と可能性－

座長：渡邊 秀臣、春田 淳志
演者：  島田 志帆、渡邊 秀臣、

石川 さと子、 
酒井 郁子、前野 貴美、
Torben Nordahl Amorøe

ワークショップ 5
（10:50-12:20）

ICTを活用した医学教育のための
アラカルトワークショップ

司会：椎橋 実智男
演者：  西屋 克己、小林 直人 

山本 憲、松下 毅彦
ファシリテーター： 
　  臨床実習前医学教育部会 部会員
　ICT教育部会 部会員

ワークショップ 6
（10:50-12:20）

診療ガイドラインの批判的 
吟味についてどう学び、 

どう教えるか
座長：宮田 靖志
司会：尾崎 章彦
ファシリテーター：
　　　  宮田 靖志、尾崎 章彦 

齋藤 宏章、村山 安寿 
渡辺 真希子

口演 04
（10:50-11:40）

学習/その他
座長：平形 道人、瀬尾 宏美

11:00

口演 05
（11:40-12:30）

シミュレーション、VR
座長：三原 弘、及川 沙耶佳

12:00

ランチョンセミナー 1
（12:40-13:30）
座長：鯉淵 典之
演者：佐藤 浩子
共催：㈱ツムラ

ランチョンセミナー 2
（12:40-13:30）

座長：鈴木 敬一郎
演者：泉 美貴、日台 智明
共催：  エルゼビア・ 

ジャパン㈱

13:00

総会
（13:40-14:40）

14:00

口演 06
（14:40-15:40）

プロフェッショナリズム
座長：宮田 靖志、錦織 宏

招請講演 2
（14:50-15:50）

Battling the invisible: Confronting 
the hidden curriculum that masks 

the problem of medical error
座長：後 信、小松 康宏

演者：Albert W. Wu

ワークショップ 7
（14:50-16:20）

「全人的医療教育」に心を燃やせ！ ― 
マギル大学「Whole Person Care Program」

の授業マニュアルを使いこなす
座長：土屋 静馬
ファシリテーター：
　  恒藤 暁、三好 智子、 

小比賀 美香子、片岡 仁美 
田中 佐知子、大滝 周 
高下 典子、松原 貴子 
毛利 貴子

シンポジウム 6
（14:50-16:20）

来る働き方変革の時代、研修医
や指導医はどうあるべきか？

座長：野村 英樹、泉 美貴
指定発言：藤川 葵
演者：松島 加代子、後藤 理英子、武藤 祐子
ファシリテーター：
　  松島 加代子、後藤 理英子、有岡 宏子 

有馬 牧子、落合 甲太、高屋敷 明由美 
蓮沼 直子、吉田 理恵子、渡邊 洋子 
安井 浩樹

シンポジウム 7
（14:50-16:20）

アドミッションポリシーと 
入学者選抜の整合性
座長：  平形 道人 

井上 浩義
演者：  平形 道人 

奈良 信雄 
大滝 純司 
瀬尾 宏美

ワークショップ 8
（14:50-16:20）

医学教育研究の基本を学ぶ 
ワークショップ

ファシリテーター：
　  大久保 由美子、田川 まさみ 

藤倉 輝道、片岡 仁美 
今福 輪太郎、武冨 貴久子 
石川 ひろの、菊川 誠

演者：  藤倉 輝道、武冨 貴久子 
石川 ひろの、菊川 誠

15:00
シンポジウム 5
（15:10-16:10）

標準化退院時 
サマリーを活かす 

～共有診療情報の基軸～
座長：西屋 克己
演者：渡邉 直、西屋 克己

シンポジウム 8
（15:10-16:10）

ICTを利用した臨床教育教材の開発と
医師国家試験CBT化に向けた研究

座長・司会：淺田 義和
演者：  岡崎 仁昭、河北 博文 

栗原 博之、松山 泰
口演 07

（15:40-16:40）
地域医療、国際化

座長：高村 昭輝、前野 哲博

16:00
招請講演 3

（16:00-17:00）
学習する組織文化への挑戦

座長：田中 和美
演者：中竹 竜二

ワークショップ 9
（16:30-18:00）

R2C2モデルを使って、学習者の
実践に繋げる振り返りをしよう！
司会：三好 智子
ファシリテーター：
　　　  三好 智子、大戸 敬之 

岡崎 史子、舩越 拓 
吉田 暁、芳野 純 
西城 卓也

指定発言：西城 卓也

シンポジウム 9
（16:30-18:00）

COVID-19 パンデミックが地域 
医療教育に与えた影響を考える

座長：  谷口 純一 
小比賀 美香子

演者：  安井 浩樹 
杉村 政樹 
山本 さゆり 
尾原 晴雄 
孫 大輔

ワークショップ 10
（16:30-18:00）

障害のある医療系学生/医療職と 
共に学び/働く環境づくりに向けて

～現場での困りごとから、 
いま何が問題かを考える～
座長・司会：瀬戸山 陽子
ファシリテーター：
　　　  川上 ちひろ 

青木 昭子
演者：堀田 亮

特別シンポジウム 2
（16:30-18:00）
学会連携企画： 

外科教育の実践とキャリア
司会：磯部 真倫、倉島 庸
演者：  山根 裕介、大下 彰彦、

鈴木 研裕、安部 崇重、
徳野 純子

ワークショップ 11
（16:30-18:00）

ICTを利用した問題付臨床実習
補助教材を作ってみよう

司会：松山 泰
ファシリテーター：
　  早稲田 勝久、三原 弘 

淺田 義和、安藤 崇之 
川平 洋、黄 世捷、笹原 鉄平 
鋪野 紀好、清水 郁夫 
蓮沼 直子、林 幹雄、野村 理

シンポジウム 10
（16:30-18:00）

これからの医学教育学研究 
について考える

座長：  錦織 宏 
磯 博康

演者：  和田 裕雄
　　　宮地 由佳
　　　錦織 宏
　　　今中 雄一

17:00 日韓台合同 
シンポジウム
（17:00-18:00）

司会：矢野 晴美、長崎 一哉
演者：  Kyung Hye Park、 

Chii-Jeng Lin

18:00

ポスター発表
（18:00-19:00)

19:00

懇親会、医学教育アカデミー賞授賞式 
【G メッセ群馬 会議棟４階 大会議室 AB】

19:00-20:00

懇親会、医学教育アカデミー賞授賞式 
【G メッセ群馬 会議棟４階 大会議室 AB】

19:00-20:00
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4F 大会議室 AB 3F 中会議室 302A 3F 中会議室 301B 3F 中会議室 301A 2F メインホール A 2F 中会議室 202AB 2F 中会議室 201B 2F 中会議室 201A 2F メインホール BC
8:00

オンデマンド 
シンポジウム 1

シミュレーション教育の 
指導者として学びを深める

　～海外での経験を 
ふまえて～

座長：  及川 沙耶佳 
大内 元

演者：  重城 聡 
小嶋 大樹 
大内 元 
志賀 隆 
武田 聡

オンデマンド 
シンポジウム 2

OSCE公的化へ向けた 
シミュレーション教育の 

質改善
座長：  藤倉 輝道 

石丸 裕康
演者：  稲森 正彦 

駒澤 伸泰 
早坂 明哲 
川原 千香子 
石丸 裕康 他

オンデマンド 
シンポジウム 3

医療教育におけるXRの 
現状と課題

司会：宮道 亮輔
演者：  小山 博史 

横堀 將司 
山本 憲 
染谷 真紀 
清住 哲郎

オンデマンド 
シンポジウム 4

ICT を用いた卒前卒後の
シームレスな医師の 

臨床教育評価システム
EPCO2の開発・ 

運用から明らかとなった 
知見・課題と今後に 

期待されること
座長：  山脇 正永 

高橋 誠
演者：  高橋 誠 

木内 貴弘 
大出 幸子 
那波 伸敏 
岡田 英理子

指定発言：田中 雄二郎

オンデマンド 
シンポジウム 5
IRによる持続可能な 
教育プログラム評価

座長：泉 美貴
演者：  岡田 聡志 

恒川 幸司 
唐牛 祐輔 
那波 伸敏 
淺田 義和 
杉森 公一

ポスター貼付
（8:30-10:00）

開会式
9:00 大会長講演

（9:00-9:40）
多様なニーズに対応できる医師の養成を目
指して　群馬大学医学部医学科の取り組み
座長：小湊 慶彦　演者：石崎 泰樹

ワークショップ 1
（9:10-10:40）

医学教育における 
無意識のバイアス

司会：  赤嶺 陽子、岡崎 三枝子
ファシリテーター： 
　　　  赤嶺 陽子、岡崎 三枝子 

鈴木 康之、今福 輪太郎 
西城 卓也

シンポジウム 1
（9:10-10:40）

臨床研修を練る会議 
～外来研修＆評価（続編）～

座長：  松島 加代子 
安井 浩樹

指定発言：  石原 慎 
伊野 美幸

ワークショップ 2
（9:10-10:40）

ジェンダー特性を 
ふまえたキャリア支援の 

ポイントとは？
ファシリテーター： 
　　　  松井 智子 

浅川 麻里 
神廣 憲記 
多賀 太 
井上 真智子

シンポジウム 2
（9:10-10:40）

新しい視点のプロフェッショ 
ナリズム教育：何を、なぜ、 

どう教えるのか
座長：  宮田 靖志 

朝比奈 真由美
演者：  高宮 有介 

小比賀 美香子 
横尾 英孝、高田 真二 
長谷田 真帆

ワークショップ 3
（9:10-10:40）

脱出ゲームを活用した 
医学教育の展望

ファシリテーター：
　　　  村岡 千種 

淺田 義和

口演 01
（9:10-10:00）

OSCE、シミュレーション評価
座長：伊藤 俊之、山脇 正永

口演 02
（9:10-10:00）

アクティブラーニング
座長：  西屋 克己 

大久保 由美子特別講演 1
（9:50-10:30）

日本医学教育評価機構による 
医学教育評価の現状と展望

司会：鈴木 利哉　演者：奈良 信雄

10:00 口演（英語）01
（10:00 ｰ 10:40）

学習／プロフェッショナリズム、国際化
座長：ブルーヘルマンス ラウール、山本 さゆり

口演 03
（10:00-10:50）

医療安全
座長：田中 和美、清水 郁夫

ポスター閲覧
（10:00-18:00）

企業展示
（10:00-19:00）

招請講演 1
（10:40-11:40）

Developing problem-solving 
skills in healthcare students

座長：鯉淵 典之
演者：Dee U. Silverthorn

シンポジウム 3
（10:50-12:20）

医師国家試験受験生の現実と 
医学教育のあるべき方向性

座長：  泉 美貴 
蓮沼 直子

演者：  蓮沼 直子 
泉 美貴 
土肥 聡 
吉田 尭生

シンポジウム 4
（10:50-12:20）

本邦の初期臨床研修医教育における基本的 
臨床能力評価試験（GM-ITE: General 

Medicine In-Training Examination）の活用
座長：西﨑 祐史
指定発言：  小林 裕幸、西口 翔 

栗原 健、福井 翔
演者：  西﨑 祐史、志水 太郎 

鋪野 紀好、山本 祐 
長崎 一哉

ワークショップ 4
（10:50-12:20）

Career Cafe：キャリア 
カウンセリング・ルーム

座長：賀來 敦
演者・ファシリテーター：
　　　  飯島 研史、杉山 新
　　　木村 朱美、草柳 かほる
　　　里見 なつき
　　　橋本 富美子、原 美鈴

特別シンポジウム 1
（10:50-12:20）

多職種連携教育の潮流とそのイン
パクト―今後の展望と可能性－

座長：渡邊 秀臣、春田 淳志
演者：  島田 志帆、渡邊 秀臣、

石川 さと子、 
酒井 郁子、前野 貴美、
Torben Nordahl Amorøe

ワークショップ 5
（10:50-12:20）

ICTを活用した医学教育のための
アラカルトワークショップ

司会：椎橋 実智男
演者：  西屋 克己、小林 直人 

山本 憲、松下 毅彦
ファシリテーター： 
　  臨床実習前医学教育部会 部会員
　ICT教育部会 部会員

ワークショップ 6
（10:50-12:20）

診療ガイドラインの批判的 
吟味についてどう学び、 

どう教えるか
座長：宮田 靖志
司会：尾崎 章彦
ファシリテーター：
　　　  宮田 靖志、尾崎 章彦 

齋藤 宏章、村山 安寿 
渡辺 真希子

口演 04
（10:50-11:40）

学習/その他
座長：平形 道人、瀬尾 宏美

11:00

口演 05
（11:40-12:30）

シミュレーション、VR
座長：三原 弘、及川 沙耶佳

12:00

ランチョンセミナー 1
（12:40-13:30）
座長：鯉淵 典之
演者：佐藤 浩子
共催：㈱ツムラ

ランチョンセミナー 2
（12:40-13:30）

座長：鈴木 敬一郎
演者：泉 美貴、日台 智明
共催：  エルゼビア・ 

ジャパン㈱

13:00

総会
（13:40-14:40）

14:00

口演 06
（14:40-15:40）

プロフェッショナリズム
座長：宮田 靖志、錦織 宏

招請講演 2
（14:50-15:50）

Battling the invisible: Confronting 
the hidden curriculum that masks 

the problem of medical error
座長：後 信、小松 康宏

演者：Albert W. Wu

ワークショップ 7
（14:50-16:20）

「全人的医療教育」に心を燃やせ！ ― 
マギル大学「Whole Person Care Program」

の授業マニュアルを使いこなす
座長：土屋 静馬
ファシリテーター：
　  恒藤 暁、三好 智子、 

小比賀 美香子、片岡 仁美 
田中 佐知子、大滝 周 
高下 典子、松原 貴子 
毛利 貴子

シンポジウム 6
（14:50-16:20）

来る働き方変革の時代、研修医
や指導医はどうあるべきか？

座長：野村 英樹、泉 美貴
指定発言：藤川 葵
演者：松島 加代子、後藤 理英子、武藤 祐子
ファシリテーター：
　  松島 加代子、後藤 理英子、有岡 宏子 

有馬 牧子、落合 甲太、高屋敷 明由美 
蓮沼 直子、吉田 理恵子、渡邊 洋子 
安井 浩樹

シンポジウム 7
（14:50-16:20）

アドミッションポリシーと 
入学者選抜の整合性
座長：  平形 道人 

井上 浩義
演者：  平形 道人 

奈良 信雄 
大滝 純司 
瀬尾 宏美

ワークショップ 8
（14:50-16:20）

医学教育研究の基本を学ぶ 
ワークショップ

ファシリテーター：
　  大久保 由美子、田川 まさみ 

藤倉 輝道、片岡 仁美 
今福 輪太郎、武冨 貴久子 
石川 ひろの、菊川 誠

演者：  藤倉 輝道、武冨 貴久子 
石川 ひろの、菊川 誠

15:00
シンポジウム 5
（15:10-16:10）

標準化退院時 
サマリーを活かす 

～共有診療情報の基軸～
座長：西屋 克己
演者：渡邉 直、西屋 克己

シンポジウム 8
（15:10-16:10）

ICTを利用した臨床教育教材の開発と
医師国家試験CBT化に向けた研究

座長・司会：淺田 義和
演者：  岡崎 仁昭、河北 博文 

栗原 博之、松山 泰
口演 07

（15:40-16:40）
地域医療、国際化

座長：高村 昭輝、前野 哲博

16:00
招請講演 3

（16:00-17:00）
学習する組織文化への挑戦

座長：田中 和美
演者：中竹 竜二

ワークショップ 9
（16:30-18:00）

R2C2モデルを使って、学習者の
実践に繋げる振り返りをしよう！
司会：三好 智子
ファシリテーター：
　　　  三好 智子、大戸 敬之 

岡崎 史子、舩越 拓 
吉田 暁、芳野 純 
西城 卓也

指定発言：西城 卓也

シンポジウム 9
（16:30-18:00）

COVID-19 パンデミックが地域 
医療教育に与えた影響を考える

座長：  谷口 純一 
小比賀 美香子

演者：  安井 浩樹 
杉村 政樹 
山本 さゆり 
尾原 晴雄 
孫 大輔

ワークショップ 10
（16:30-18:00）

障害のある医療系学生/医療職と 
共に学び/働く環境づくりに向けて

～現場での困りごとから、 
いま何が問題かを考える～
座長・司会：瀬戸山 陽子
ファシリテーター：
　　　  川上 ちひろ 

青木 昭子
演者：堀田 亮

特別シンポジウム 2
（16:30-18:00）
学会連携企画： 

外科教育の実践とキャリア
司会：磯部 真倫、倉島 庸
演者：  山根 裕介、大下 彰彦、

鈴木 研裕、安部 崇重、
徳野 純子

ワークショップ 11
（16:30-18:00）

ICTを利用した問題付臨床実習
補助教材を作ってみよう

司会：松山 泰
ファシリテーター：
　  早稲田 勝久、三原 弘 

淺田 義和、安藤 崇之 
川平 洋、黄 世捷、笹原 鉄平 
鋪野 紀好、清水 郁夫 
蓮沼 直子、林 幹雄、野村 理

シンポジウム 10
（16:30-18:00）

これからの医学教育学研究 
について考える

座長：  錦織 宏 
磯 博康

演者：  和田 裕雄
　　　宮地 由佳
　　　錦織 宏
　　　今中 雄一

17:00 日韓台合同 
シンポジウム
（17:00-18:00）

司会：矢野 晴美、長崎 一哉
演者：  Kyung Hye Park、 

Chii-Jeng Lin

18:00

ポスター発表
（18:00-19:00)

19:00

懇親会、医学教育アカデミー賞授賞式 
【G メッセ群馬 会議棟４階 大会議室 AB】

19:00-20:00

懇親会、医学教育アカデミー賞授賞式 
【G メッセ群馬 会議棟４階 大会議室 AB】

19:00-20:00
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8:00

オンデマンド 
シンポジウム 1

シミュレーション教育の 
指導者として学びを深める

　～海外での経験を 
ふまえて～

座長：  及川 沙耶佳 
大内 元

演者：  重城 聡 
小嶋 大樹 
大内 元 
志賀 隆 
武田 聡

オンデマンド 
シンポジウム 2

OSCE公的化へ向けた 
シミュレーション教育の 

質改善
座長：  藤倉 輝道 

石丸 裕康
演者：  稲森 正彦 

駒澤 伸泰 
早坂 明哲 
川原 千香子 
石丸 裕康 他

オンデマンド 
シンポジウム 3

医療教育におけるXRの 
現状と課題

司会：宮道 亮輔
演者：  小山 博史 

横堀 將司 
山本 憲 
染谷 真紀 
清住 哲郎

オンデマンド 
シンポジウム 4

ICT を用いた卒前卒後の
シームレスな医師の 

臨床教育評価システム
EPCO2の開発・ 

運用から明らかとなった 
知見・課題と今後に 

期待されること
座長：  山脇 正永 

高橋 誠
演者：  高橋 誠 

木内 貴弘 
大出 幸子 
那波 伸敏 
岡田 英理子

指定発言：田中 雄二郎

オンデマンド 
シンポジウム 5
IRによる持続可能な 
教育プログラム評価

座長：泉 美貴
演者：  岡田 聡志 

恒川 幸司 
唐牛 祐輔 
那波 伸敏 
淺田 義和 
杉森 公一

優秀発表賞 1 
Young Investigator 

Award
（8:30-9:20）

座長：矢野 晴美、菊川 誠

シンポジウム 11
（8:30-10:00）

日本から海外の現場へ、 
そして日本へ

座長：久留宮 隆
演者：  足立 拓也 

谷口 清州 
神白 麻衣子 
空野 すみれ

シンポジウム 12
（8:30-10:00）

各専門診療科の診療参加型 
臨床実習をどう計画すべきか 
―日本の課題解決に向けて―

座長：  長谷川 仁志、石丸 裕康
演者：  長谷川 仁志、石丸 裕康 

守屋 利佳、西屋 克己 
大脇 哲洋、高橋 誠 
三原 弘

ワークショップ 12
（8:30-10:00）

白衣の中にアートの心を。 
対話型鑑賞のコミュニケー 

ションデザインが拓く 
医学教育の未来

司会： 森永 康平
演者・ファシリテーター：
　　　  森永 康平、小堀 修司 

奥原 真仁、西信 俊宏 
伊藤 伸子

シンポジウム 13
（8:30-9:30）

令和４年度医学教育モデル・ 
コア・カリキュラム改訂

座長：  錦織 宏、小西 靖彦
演者：  錦織 宏、小西 靖彦 

島田 志帆

ワークショップ 13
（8:30-10:00）

医療安全教育カリキュラムを 
考える

座長・司会：田中 和美
ファシリテーター：
　　　  田中 和美、岸 美紀子 

小松 康宏、清水 郁夫 
高村 昭輝、荒神 裕之

演者：小松 康宏

ワークショップ 14
（8:30-10:00）

ボードゲームで地域医療を学ぶ
司会：末松 三奈
ファシリテーター：
　　　  末松 三奈、安井 浩樹 

岡崎 研太郎、高橋 徳幸 
阿部 恵子

口演 08
（8:30-9:20）

臨床実習／シミュレーション
座長：小松 弘幸、首藤 太一 ポスター貼付

（8:30-10:00）

9:00

口演 09
（９:20-10:10）

卒後／シミュレーション
座長：石川 和信、万代 康弘

優秀発表賞 2 
Student Award
（9:30-10:40）

座長：平形 道人、石崎 泰樹

特別シンポジウム 3
（9:40-10:40）

学会連携企画：基礎医学系学会
との連携強化に向けて

座長：鯉淵 典之、南沢 享
演者：  石川 義弘、小尾（永田） 紀翔、 

錦織 宏

10:00

ポスター閲覧
（10:00-13:00）

企業展示
（10:00-17:00）

ワークショップ 15
（10:10-11:40）

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・演者：武田 裕子
ファシリテーター：
　　　  武田 裕子、石川 ひろの 

岩田 一成、新居 みどり 
津崎 たから、原 尚子 
有賀 麻輝江

ワークショップ 16
（10:10-11:40）
臨床研修病院の 
Good Practice

ファシリテーター：
　　　  石丸 裕康、伊藤  彰一 

尾原 晴雄、山田  彩乃 
高橋 弘明、渡邊  卓哉 
深田 絵美

口演 10
（10:10-11:00）

キャリア支援
座長：蓮沼 直子、守屋 利佳

ワークショップ 17
（10:10-11:40）

国際化再考 
―日本医学教育学会 

の目指す国際化とはなにか― 
（学会国際化委員会より）

ワークショップ 18
（10:10-11:40）

医療専門職教育における 
利益相反 

「自己点検・評価表」の活用法
司会：向原 圭
ファシリテーター：
　　　  伊藤 俊之 

森本 剛 
宮田 靖志

口演 11
（10:10-11:00）

チーム医療、多職種連携
座長：春田 淳志、前野 貴美

受賞者講演
（10:50-11:40）
座長：小西 靖彦

特別シンポジウム 4
（10:50-11:50）

学会連携企画：医療安全の 
潮流と今後の医学教育

座長：清水 郁夫、田中 和美
演者：  松村 由美、長島 久、 

錦織 宏

11:00
口演 12

（11:00-12:00）
学習者支援、学習者評価
座長：松山 泰、西城 卓也

スポンサード 
シンポジウム

（11:05 ｰ 12:05）
座長・演者：坂井 豊彦
共催： パナソニックコネクト㈱

12:00

ランチョンセミナー 3
（12:10-13:00）

座長：Tony Macknight
演者：Dee U. Silverthorn

共催：AD instrument

13:00

ポスター発表
（13:00-14:00）

14:00 特別講演 2
（14:00-15:00）

医学系教育におけるマルチ 
モーダル・コミュニケーション

ケア技法：ユマニチュード
座長：本田 美和子
演者：伊東 美緒

シンポジウム 14
（14:00-15:30）

医療系学生・医療専門職が 
インターネット・SNSで 

トラブルに陥らないために
座長：  石川 和信 

孫 大輔
演者：  石川 和信 

諸井 陽子 
孫 大輔 
瀬戸山 陽子

シンポジウム 15
（14:00-15:00）

精神科研修 
グレードアップ！

座長：  松坂 雄亮、杉原 正子
演者：  大矢 希、岩城 弘隆 

猪狩 圭介、伊達 泰彦

ワークショップ 19
（14:00-15:30）

医学教育における行動・社会科
学教育の課題を深掘りしよう！
司会：錦織 宏、宮地 純一郎
ファシリテーター：
　  錦織 宏、宮地 純一郎、網谷 真理恵

飯田 淳子、井口 真紀子、大貫 優子 
樫田 美雄、亀岡 淳一、川島 大輔 
倉田 誠、斎藤 有吾、鷹田 佳典、土屋 静馬

演者：網谷 真理恵

ワークショップ 20
（14:00-15:30）

学習者に「響く」Mini-CEX 
フィードバックを書いてみよう
司会：松山 泰
演者：田川 まさみ

ファシリテーター：
　  田川 まさみ、松山 泰 

椎橋 実智男、清水 郁夫 
高村 昭輝、高田 和生 
浦野 哲哉

シンポジウム 16
（14:00-15:30）

学生や若手を学術大会に 
連れていきたいんですが 

どうすればいいんでしょうか？
座長：橋本 忠幸、西城 卓也
司会：橋本 忠幸
演者：小杉 俊介、幕内 安弥子
　　　長崎 一哉
委員：  徳増 一樹、松島 加代子 

尾原 晴雄、増田 良太 
矢野 晴美

口演 13
（14:00-15:00）

臨床医学、臨床実習／ 
カリキュラム開発・ 
カリキュラム評価

座長：高橋 誠、伊藤 彰一

ポスター閲覧
（14:00-17:00）

特別講演 3（共催）
（14:30-15:30）

座長：田中 和美
演者：  Torben Nordahl Amorøe
共催：  レールダル メディカル 

ジャパン㈱

15:00
口演 14

（15:00-15:50）
ICT、オンライン学習

座長：淺田 義和、山本 康次郎口演 15
（15:30-16:30）

教養教育、導入、基礎医学／ 
カリキュラム開発・カリキュラム評価

座長：鯉淵 典之、鈴木 敬一郎

口演（英語）02
（15:40-16:30）

学習／オンライン学習、ICT
座長：阿部 恵子、宮地 由佳

ワークショップ 21
（15:50-17:20）

日本医学教育学会大会 
プログラムの深化と探索

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 

岸 美紀子、鋪野 紀好 
清水 郁夫、田中 和美 
田中 淳一、橋本 忠幸 
松島 加代子、松山 泰 
森 茂久、門川 俊明、矢野 晴美

シンポジウム 17
（15:50-17:20）

日本の将来を見据えた、これからの生
涯教育の理想的な方向性を考える―特
に生涯教育で強化必要な実践力とは―
座長：  長谷川 仁志、前野 哲博
演者：  長谷川 仁志、前野 哲博

上原 孝紀、小田 康友 
小松 弘幸、永田 康浩 
押味 貴之、竹村 洋典

指定発言：小西 靖彦

ワークショップ 22
（15:50-17:20）

医学生の多職種連携コンピテンシー
を評価するOSCEを経験する
ファシリテーター：
　  春田 淳志、前野 貴美 

後藤 亮平、野呂瀬 崇彦 
内藤 知佐子、後藤 道子 
石川 さと子、伊野 美幸 
内山 靖、大槻 眞嗣 
安井 浩樹、吉見 憲二 
加藤 博孝

ワークショップ 23
（15:50-17:20）

「専門医教育の未来を語ろう（第2弾）」- 
“学修経験”の質の保証、指導医の育成、

指導医の評価をどうする！？
司会：土屋 静馬
ファシリテーター：
　  松島 加代子、倉島 庸、磯部 真倫 

三原 弘、蓮沼 直子、西屋 克己 
南郷 栄秀、中川 晋、尾原 晴雄 
青松 棟吉、髙橋 誠

特別シンポジウム 5
（15:50-17:20）

学生シンポジウムー医学生の
キャリア志向と現在の医学部に

よるキャリア教育の乖離ー
座長：高野 彩佳、印南 麻央
演者：  富樫 華子、印南 麻央 

高野 彩佳、重松 真菜

口演 16
（15:50-16:50）

コミュニケーション
座長：石川 ひろの、武田 裕子

16:00

口演 17
（16:30-17:20）

卒後／カリキュラム開発・ 
カリキュラム評価

座長：石丸 裕康、岡崎 史子

口演 18
（16:30-17:20）

キャリア支援、メンタリング、
コーチング

座長：横尾 英孝、菊川 誠
17:00

閉会式
（17:30-18:00）

18:00

UNIT の会
（18:00-19:30）

19:00
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8:00

オンデマンド 
シンポジウム 1

シミュレーション教育の 
指導者として学びを深める

　～海外での経験を 
ふまえて～

座長：  及川 沙耶佳 
大内 元

演者：  重城 聡 
小嶋 大樹 
大内 元 
志賀 隆 
武田 聡

オンデマンド 
シンポジウム 2

OSCE公的化へ向けた 
シミュレーション教育の 

質改善
座長：  藤倉 輝道 

石丸 裕康
演者：  稲森 正彦 

駒澤 伸泰 
早坂 明哲 
川原 千香子 
石丸 裕康 他

オンデマンド 
シンポジウム 3

医療教育におけるXRの 
現状と課題

司会：宮道 亮輔
演者：  小山 博史 

横堀 將司 
山本 憲 
染谷 真紀 
清住 哲郎

オンデマンド 
シンポジウム 4

ICT を用いた卒前卒後の
シームレスな医師の 

臨床教育評価システム
EPCO2の開発・ 

運用から明らかとなった 
知見・課題と今後に 

期待されること
座長：  山脇 正永 

高橋 誠
演者：  高橋 誠 

木内 貴弘 
大出 幸子 
那波 伸敏 
岡田 英理子

指定発言：田中 雄二郎

オンデマンド 
シンポジウム 5
IRによる持続可能な 
教育プログラム評価

座長：泉 美貴
演者：  岡田 聡志 

恒川 幸司 
唐牛 祐輔 
那波 伸敏 
淺田 義和 
杉森 公一

優秀発表賞 1 
Young Investigator 

Award
（8:30-9:20）

座長：矢野 晴美、菊川 誠

シンポジウム 11
（8:30-10:00）

日本から海外の現場へ、 
そして日本へ

座長：久留宮 隆
演者：  足立 拓也 

谷口 清州 
神白 麻衣子 
空野 すみれ

シンポジウム 12
（8:30-10:00）

各専門診療科の診療参加型 
臨床実習をどう計画すべきか 
―日本の課題解決に向けて―

座長：  長谷川 仁志、石丸 裕康
演者：  長谷川 仁志、石丸 裕康 

守屋 利佳、西屋 克己 
大脇 哲洋、高橋 誠 
三原 弘

ワークショップ 12
（8:30-10:00）

白衣の中にアートの心を。 
対話型鑑賞のコミュニケー 

ションデザインが拓く 
医学教育の未来

司会： 森永 康平
演者・ファシリテーター：
　　　  森永 康平、小堀 修司 

奥原 真仁、西信 俊宏 
伊藤 伸子

シンポジウム 13
（8:30-9:30）

令和４年度医学教育モデル・ 
コア・カリキュラム改訂

座長：  錦織 宏、小西 靖彦
演者：  錦織 宏、小西 靖彦 

島田 志帆

ワークショップ 13
（8:30-10:00）

医療安全教育カリキュラムを 
考える

座長・司会：田中 和美
ファシリテーター：
　　　  田中 和美、岸 美紀子 

小松 康宏、清水 郁夫 
高村 昭輝、荒神 裕之

演者：小松 康宏

ワークショップ 14
（8:30-10:00）

ボードゲームで地域医療を学ぶ
司会：末松 三奈
ファシリテーター：
　　　  末松 三奈、安井 浩樹 

岡崎 研太郎、高橋 徳幸 
阿部 恵子

口演 08
（8:30-9:20）

臨床実習／シミュレーション
座長：小松 弘幸、首藤 太一 ポスター貼付

（8:30-10:00）

9:00

口演 09
（９:20-10:10）

卒後／シミュレーション
座長：石川 和信、万代 康弘

優秀発表賞 2 
Student Award
（9:30-10:40）

座長：平形 道人、石崎 泰樹

特別シンポジウム 3
（9:40-10:40）

学会連携企画：基礎医学系学会
との連携強化に向けて

座長：鯉淵 典之、南沢 享
演者：  石川 義弘、小尾（永田） 紀翔、 

錦織 宏

10:00

ポスター閲覧
（10:00-13:00）

企業展示
（10:00-17:00）

ワークショップ 15
（10:10-11:40）

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・演者：武田 裕子
ファシリテーター：
　　　  武田 裕子、石川 ひろの 

岩田 一成、新居 みどり 
津崎 たから、原 尚子 
有賀 麻輝江

ワークショップ 16
（10:10-11:40）
臨床研修病院の 
Good Practice

ファシリテーター：
　　　  石丸 裕康、伊藤  彰一 

尾原 晴雄、山田  彩乃 
高橋 弘明、渡邊  卓哉 
深田 絵美

口演 10
（10:10-11:00）

キャリア支援
座長：蓮沼 直子、守屋 利佳

ワークショップ 17
（10:10-11:40）

国際化再考 
―日本医学教育学会 

の目指す国際化とはなにか― 
（学会国際化委員会より）

ワークショップ 18
（10:10-11:40）

医療専門職教育における 
利益相反 

「自己点検・評価表」の活用法
司会：向原 圭
ファシリテーター：
　　　  伊藤 俊之 

森本 剛 
宮田 靖志

口演 11
（10:10-11:00）

チーム医療、多職種連携
座長：春田 淳志、前野 貴美

受賞者講演
（10:50-11:40）
座長：小西 靖彦

特別シンポジウム 4
（10:50-11:50）

学会連携企画：医療安全の 
潮流と今後の医学教育

座長：清水 郁夫、田中 和美
演者：  松村 由美、長島 久、 

錦織 宏

11:00
口演 12

（11:00-12:00）
学習者支援、学習者評価
座長：松山 泰、西城 卓也

スポンサード 
シンポジウム

（11:05 ｰ 12:05）
座長・演者：坂井 豊彦
共催： パナソニックコネクト㈱

12:00

ランチョンセミナー 3
（12:10-13:00）

座長：Tony Macknight
演者：Dee U. Silverthorn

共催：AD instrument

13:00

ポスター発表
（13:00-14:00）

14:00 特別講演 2
（14:00-15:00）

医学系教育におけるマルチ 
モーダル・コミュニケーション

ケア技法：ユマニチュード
座長：本田 美和子
演者：伊東 美緒

シンポジウム 14
（14:00-15:30）

医療系学生・医療専門職が 
インターネット・SNSで 

トラブルに陥らないために
座長：  石川 和信 

孫 大輔
演者：  石川 和信 

諸井 陽子 
孫 大輔 
瀬戸山 陽子

シンポジウム 15
（14:00-15:00）

精神科研修 
グレードアップ！

座長：  松坂 雄亮、杉原 正子
演者：  大矢 希、岩城 弘隆 

猪狩 圭介、伊達 泰彦

ワークショップ 19
（14:00-15:30）

医学教育における行動・社会科
学教育の課題を深掘りしよう！
司会：錦織 宏、宮地 純一郎
ファシリテーター：
　  錦織 宏、宮地 純一郎、網谷 真理恵

飯田 淳子、井口 真紀子、大貫 優子 
樫田 美雄、亀岡 淳一、川島 大輔 
倉田 誠、斎藤 有吾、鷹田 佳典、土屋 静馬

演者：網谷 真理恵

ワークショップ 20
（14:00-15:30）

学習者に「響く」Mini-CEX 
フィードバックを書いてみよう
司会：松山 泰
演者：田川 まさみ

ファシリテーター：
　  田川 まさみ、松山 泰 

椎橋 実智男、清水 郁夫 
高村 昭輝、高田 和生 
浦野 哲哉

シンポジウム 16
（14:00-15:30）

学生や若手を学術大会に 
連れていきたいんですが 

どうすればいいんでしょうか？
座長：橋本 忠幸、西城 卓也
司会：橋本 忠幸
演者：小杉 俊介、幕内 安弥子
　　　長崎 一哉
委員：  徳増 一樹、松島 加代子 

尾原 晴雄、増田 良太 
矢野 晴美

口演 13
（14:00-15:00）

臨床医学、臨床実習／ 
カリキュラム開発・ 
カリキュラム評価

座長：高橋 誠、伊藤 彰一

ポスター閲覧
（14:00-17:00）

特別講演 3（共催）
（14:30-15:30）

座長：田中 和美
演者：  Torben Nordahl Amorøe
共催：  レールダル メディカル 

ジャパン㈱

15:00
口演 14

（15:00-15:50）
ICT、オンライン学習

座長：淺田 義和、山本 康次郎口演 15
（15:30-16:30）

教養教育、導入、基礎医学／ 
カリキュラム開発・カリキュラム評価

座長：鯉淵 典之、鈴木 敬一郎

口演（英語）02
（15:40-16:30）

学習／オンライン学習、ICT
座長：阿部 恵子、宮地 由佳

ワークショップ 21
（15:50-17:20）

日本医学教育学会大会 
プログラムの深化と探索

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 

岸 美紀子、鋪野 紀好 
清水 郁夫、田中 和美 
田中 淳一、橋本 忠幸 
松島 加代子、松山 泰 
森 茂久、門川 俊明、矢野 晴美

シンポジウム 17
（15:50-17:20）

日本の将来を見据えた、これからの生
涯教育の理想的な方向性を考える―特
に生涯教育で強化必要な実践力とは―
座長：  長谷川 仁志、前野 哲博
演者：  長谷川 仁志、前野 哲博

上原 孝紀、小田 康友 
小松 弘幸、永田 康浩 
押味 貴之、竹村 洋典

指定発言：小西 靖彦

ワークショップ 22
（15:50-17:20）

医学生の多職種連携コンピテンシー
を評価するOSCEを経験する
ファシリテーター：
　  春田 淳志、前野 貴美 

後藤 亮平、野呂瀬 崇彦 
内藤 知佐子、後藤 道子 
石川 さと子、伊野 美幸 
内山 靖、大槻 眞嗣 
安井 浩樹、吉見 憲二 
加藤 博孝

ワークショップ 23
（15:50-17:20）

「専門医教育の未来を語ろう（第2弾）」- 
“学修経験”の質の保証、指導医の育成、

指導医の評価をどうする！？
司会：土屋 静馬
ファシリテーター：
　  松島 加代子、倉島 庸、磯部 真倫 

三原 弘、蓮沼 直子、西屋 克己 
南郷 栄秀、中川 晋、尾原 晴雄 
青松 棟吉、髙橋 誠

特別シンポジウム 5
（15:50-17:20）

学生シンポジウムー医学生の
キャリア志向と現在の医学部に

よるキャリア教育の乖離ー
座長：高野 彩佳、印南 麻央
演者：  富樫 華子、印南 麻央 

高野 彩佳、重松 真菜

口演 16
（15:50-16:50）

コミュニケーション
座長：石川 ひろの、武田 裕子

16:00

口演 17
（16:30-17:20）

卒後／カリキュラム開発・ 
カリキュラム評価

座長：石丸 裕康、岡崎 史子

口演 18
（16:30-17:20）

キャリア支援、メンタリング、
コーチング

座長：横尾 英孝、菊川 誠
17:00

閉会式
（17:30-18:00）

18:00

UNIT の会
（18:00-19:30）

19:00

座長・司会：及川 沙耶佳、道信 良子
演者：矢野（五味） 晴美、菊川 誠、BREUGELMANS Raoul
ファシリテーター：  矢野（五味） 晴美、菊川 誠、阿部 恵子、伊藤 公人 

徳増 一樹、長崎 一哉、BREUGELMANS Raoul 
宮地 由佳、山本 さゆり、吉田 登志子


