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ࠕᆅᇦ⥲ά㌍♫ࡢࡓࡵࡢ៏ᛶ⑊③་⒪⪅㣴ᡂᴗࠖ
2020 ᖺᗘ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢ࢜ࣥࣛࣥ㛤ദࡢሗ࿌†
㸫2019 ᖺᗘࡢᑐ㠃ᙧᘧᤵᴗẚ㍑ࡋ࡚㸫
∵⏣ኴ*㸪ᒣ୍⏨*㸪ᶓᆅṌ*2㸪ᓥᒸせ*3㸪㎷ᕝ┿ᘪ*4㸪ᖹᯇ⏤Ꮚ*4㸪⯪ᑿᾈ㈗*4
*୕㔜ᏛᏛ㝔་Ꮫ⣔◊✲⛉㯞㓉㞟୰⒪Ꮫ *2 ୕㔜Ꮫ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔㯞㓉⛉
*3 ୕㔜ᏛᏛ㝔་Ꮫ⣔◊✲⛉ศᏊែᏛ *4 ୕㔜ᏛᏛ㝔་Ꮫ⣔◊✲⛉┳ㆤᏛᑓᨷ

୕㔜Ꮫ㕥㮵་⒪⛉ᏛᏛࡣ㸪ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ㄢ㢟ゎỴᆺ㧗ᗘ་⒪ேᮦ㣴ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛࠕᆅᇦ⥲ά㌍
♫ࡢࡓࡵࡢ៏ᛶ⑊③་⒪⪅⫱ᡂᴗࠖࡢ‽ഛࢆ 2016 ᖺᗘࡼࡾ㛤ጞࡋ㸪1 ᖺḟᑐ㇟ࡢㅮ⩏ᙧᘧࡢᤵᴗ
 2 ᖺḟᑐ㇟ࡢ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉᙧᘧࡢ㞟୰ㅮ⩏ࢆ㛤ㅮࡋ࡚࠸ࡿ㸬ᖺ㸪ᑐ㠃ᙧᘧ࡛㛤ㅮࡋ࡚࠸ࡓࡀ㸪
2020 ᖺᗘࡣ COVID-19 ࡢᙳ㡪࡛࢜ࣥࣛࣥ㛤ദࡢ᪉㔪࡞ࡾ㸪୧Ꮫᩍဨࡢጤဨ࡛┦ㄯࡋ࡞ࡀࡽ
࢜ࣥࣛࣥࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆసᡂࡍࡿࡇ࡞ࡗࡓ㸬࢜ࣥࣛࣥᤵᴗ࡛ࡶᐇࡋࡓᏛ⩦ࡢᶵࡍࡿࡓࡵ㸪
ㅮ⩏ෆᐜࡸㅮ₇᪉ἲࡘ࠸᳨࡚ウࢆ㔜ࡡ㸪ᩍဨྥࡅࡢ๓◊ಟࡸࣜࣁ࣮ࢧࣝࡶ㛤ദࡋࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪ཧ
ຍࡋࡓᏛ⏕ࡽࡣ㧗࠸‶㊊ᗘࢆᚓࡽࢀࡓ㸬ࡲࡓ㸪๓ᖺᗘࡢᑐ㠃ᙧᘧࡢᤵᴗࣥࢣ࣮ࢺẚ㍑ࡍࡿ㸪Ꮫ
⏕ࡢ‶㊊ᗘࡁ࡞ᕪࢆㄆࡵ࡞࠸ឤゐࢆᚓࡽࢀࡓ㸬㐺ษᤵᴗࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᩚഛ࣭㐠Ⴀࢆ⾜࠺ࡇ࡛㸪
࢜ࣥࣛࣥᤵᴗ࡛ࡶᑐ㠃ᙧᘧ㏆࠸ᩍ⫱ᡂᯝࡀᚓࡽࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸៏ᛶ⑊③㸪ከ⫋✀㐃ᦠ㸪࢜ࣥࣛࣥᤵᴗ㸪ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡ㸪࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ

 ࡣࡌࡵ
2019 ᖺ 12 ᭶㸪ᛴ㏿⫵⅖≧ࢆ㉳ࡇࡍṚஸ⋡ࡢ
㧗࠸ᮍ▱ࡢᝈࡀሗ࿌ࡉࢀࡓ㸬ᚋࡇࡢ⫵⅖ᣑࡢ
≧ἣࡣࠕCOVID-19ࠖ≉ᐃࡉࢀ㸪ឤᰁἲୖ 2 㢮
ᣦᐃࡉࢀࡓ㸬⩣ᖺ 2 ᭶ࡣࣃࣥࢹ࣑ࢵࢡ࡞ࡾ㸪
4 ᭶ࡣᡃࡀᅜ࡛ࡶ⥭ᛴែᐉゝࡀⓎ௧ࡉࢀࡓ㸬ே
ࡢ⛣ືࡢไ㝈ࡸ୕ᐦ㸦ᐦ㞟࣭ᐦ᥋࣭ᐦ㛢㸧ᅇ㑊ࡢࡓࡵ
㸪ᅜࡢ㧗➼ᩍ⫱⌧ሙ࡛ࡣ࢜ࣥࣛࣥᤵᴗࡀᗈࡀ
ࡾ㸪୕㔜Ꮫࡶ 2020 ᖺᗘ๓ᮇᤵᴗࡣ㠃ⓗ࢜ࣥ
ࣛࣥᤵᴗ࡞ࡗࡓ㸬
୕㔜Ꮫ࡛ࡣ㸪㕥㮵་⒪⛉ᏛᏛྜྠ࡛㸪ẖᖺ
1 ᖺḟᚋᮇ 2 ᖺḟኟᏘࠕ៏ᛶ⑊③་⒪⪅⫱ᡂ
ᴗࠖࡢࢥ࣮ࢫࢆ㛤ㅮࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢࢥ࣮ࢫ࡛ࡣ㸪ㅮ
⩏ຍ࠼㸪ᶍᨃయ㦂ࡸࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥ㔜ࡁࢆ⨨
࠸࡚࠾ࡾ㸪ᡃࠎࡣࡇࢀࡲ࡛ࡢᴗ㐠Ⴀࢆ㏻ࡋ㸪ࡑࡢ
᭷┈ᛶࢆᐇឤࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡋࡋ 2020 ᖺࡣ COVID19 ࡢᙳ㡪࡛ࡇࢀࡲ࡛ࡢᑐ㠃ᙧᘧࡢ㛤ദࡀ㞴ࡋࡃ㸪ᮏ
ᴗࡢጤဨ࡛ఱᗘࡶ㆟ㄽ᳨ウࢆ㔜ࡡ࡞ࡀࡽ㸪๓
ᖺᗘࡲ࡛ࡢᤵᴗࢆࡶ㸪᪂ࡓ࢜ࣥࣛࣥࣉࣟࢢ
࣒ࣛࢆసᡂࡋࡓ㸬
ᅇ㸪
ࠕ៏ᛶ⑊③་⒪⪅⫱ᡂᴗࠖࡢࢥ࣮ࢫࡢ࠺ࡕ㸪

2020 ᖺኟᏘࡢ㸪2 ᖺḟᑐ㇟࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉᙧᘧࡢ㞟
୰ㅮ⩏㸦௨ୗ㸹WS㸧ࡢ࢜ࣥࣛࣥࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢྲྀ⤌
ࡳࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡍࡿࡶ㸪ཧຍ⪅ࡢࢥ࣓ࣥࢺࢆ
ࡶᖺᗘࡢ᪂ࡓ࡞ヨࡳࡘ࠸࡚ホ౯ࡍࡿࡇ
ࡋࡓ㸬

㸬ࠕ៏ᛶ⑊③་⒪⪅⫱ᡂᴗࠖࡘ࠸࡚
Nakamura㸦2011㸧ࡽࡢㄪᰝ࡛ࡣᮏ㑥ࡢ㐠ືჾ៏
ᛶ⑊③᭷ッ⪅⋡ࡣேཱྀẚ࡛ 15.4%࡛࠶ࡾ㸪ከࡃࡢᅜ
Ẹࡀ៏ᛶ⑊③ⱞࡋࢇ࡛࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ཌ⏕ປാ┬ᅜ
Ẹ་⒪㈝ㄪᰝ㸦2016㸧ࡼࡿ㸪
ࠕ➽㦵᱁⣔ᝈࠖࡢ
་⛉デ⒪་⒪㈝ࡣࠕᚠ⎔ჾ⣔ᝈࠖ
ࠕᝏᛶ᪂⏕≀ࠖ
ḟࡄ 3 㸦2  4456 ൨㸧ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡉࡽ
៏ᛶ⑊③ࡣ㸪ࣟࢥࣔࢸࣈࢩࣥࢻ࣮࣒ࣟࡢቑຍ㸪
ዲ࡞ே㛫㛵ಀࡢ႙ኻ㸪ປാ⏕⏘ᛶࡢపୗ࡞㌟య࣭
ᚰ⌮࣭♫㠃ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ࠼ࡿࡇࡀศࡗ࡚
࠾ࡾ㸪៏ᛶ⑊③ࡣ⮫ᗋⓗࡶ♫ⓗࡶ㔜せ࡞ၥ㢟
࡛࠶ࡿ㸬
ࡇ࠺ࡋࡓ≧ἣࢆᨵၿࡍࡿࡓࡵ㸪2016 ᖺᗘᩥ㒊⛉Ꮫ
┬ㄢ㢟ゎỴᆺ㧗ᗘ་⒪ேᮦ㣴ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛࠕ៏ᛶ
ࡢ③ࡳࡢ㡿ᇦࠖࡀタࡅࡽࢀ㸪୕㔜Ꮫ࣭㕥㮵་⒪⛉

㸫 57 㸫

牛田

健太・丸山

一男・横地

歩・島岡

要・辻川

ᏛᏛྜྠࠕᆅᇦ⥲ά㌍♫ࡢࡓࡵࡢ៏ᛶ⑊③་⒪
⪅⫱ᡂᴗࠖ
㸦௨ୗ㸪ᮏᴗ㸧ࡀ᥇ᢥࡉࢀࡓ㸬ᮏᴗ
ࡣ 2016 ᖺᗘࡽ‽ഛࢆ㛤ጞࡋ㸪2017 ᖺᗘࡽẖᖺ㸪
1 ᖺḟᚋᮇࡢᤵᴗࠕ③ࡳࡢ⛉Ꮫࠖ
㸦 15 ᅇ㸪2 ༢㸧㸪
2 ᖺḟኟᏘࡢࠕ៏ᛶ⑊③ከ⫋✀㐃ᦠࡘ࠸࡚ࡢ WSࠖ
㸦3 ᪥㛫㞟୰ㅮ⩏㸪1 ༢㸧ࢆ㛤ㅮࡋ࡚࠸ࡿ㸬᪉ᒚ
ಟࡋࡓᏛ⏕ࡣ㸪୧ᏛࡢᏛ㛗ྡࡢධࡗࡓಟドࢆ
Ⓨ⾜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬୕㔜Ꮫࡢ་Ꮫ㒊㸦་Ꮫ⛉㸪┳ㆤᏛ
⛉㸧㕥㮵་⒪⛉ᏛᏛࡢ⸆Ꮫ㒊㸪┳ㆤᏛ㒊㸪ಖ
⾨⏕Ꮫ㒊㸦་⒪ᰤ㣴Ꮫ⛉⟶⌮ᰤ㣴Ꮫᑓᨷ㸪་⒪ᰤ㣴
Ꮫ⛉⮫ᗋ᳨ᰝᏛᑓᨷ㸪ࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥᏛ⛉⌮Ꮫ
⒪ἲᏛᑓᨷ㸪ࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥᏛ⛉సᴗ⒪ἲᏛᑓ
ᨷ㸪་⒪⚟♴Ꮫ⛉⮫ᗋᚰ⌮Ꮫᑓᨷ㸪་⒪⚟♴Ꮫ⛉་
⒪⚟♴Ꮫᑓᨷ㸪㙀⅍ࢧ࢚ࣥࢫᏛ⛉㸧ࡀྠࡌ࢝ࣜ࢟
࣒ࣗࣛྲྀࡾ⤌ࡴࡇࡼࡾ㸪ከ⫋✀┦⌮ゎࡸࢳ
࣮࣒་⒪ࢆ」ᒙⓗᏛࡿ⤌ࡳ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬

㸬ᮏᴗ :6 ࡘ࠸࡚
㸧ᖺᗘࡲ࡛ࡢ :6
WS ࡣ 2017 ᖺᗘ➨ 1 ᅇ┠ࢆ㛤ദࡋࡓ㸬୧Ꮫ
ྜࢃࡏࡓཧຍᏛ⏕ᩘࡣ㸪2017 ᖺᗘࡣ 49 ྡ㸦୕㔜
Ꮫ 19 ྡ㸪㕥㮵་⒪⛉ᏛᏛ 30 ྡ㸧㸪2018 ᖺᗘࡣ 45
ྡ㸦୕㔜Ꮫ 21 ྡ㸪㕥㮵་⒪⛉ᏛᏛ 24 ྡ㸧㸪2019
ᖺᗘࡣ 52 ྡ㸦୕㔜Ꮫ 30 ྡ㸪㕥㮵་⒪⛉ᏛᏛ 22
ྡ㸧࡛࠶ࡗࡓ㸬
WS ࡣ 3 ᪥㛫ศࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࢀࡒࢀ≉Ⰽࡢ࠶
ࡿᤵᴗࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
1 ᪥┠ࡣ㸪③ࡳᑐࡍࡿ⏕ά⪅ࡋ࡚ࡢࣉ࣮ࣟ
ࢳࢆᏛࡪࡇࢆ┠ⓗ㸪ᮾὒ་Ꮫ࣭ᚰ⌮ࣉ࣮ࣟࢳ࣭
⌮Ꮫ⒪ἲࡘ࠸࡚ᗈࡃᏛࡪ㸬ᮾὒ་Ꮫ࡛ࡣ㸪ࢩ࣑ࣗ
࣮ࣞࢱࢆ⏝࠸ࡓ⭡デయ㦂㸦┿ 1㸧㸪↦ࡌ⸆ࡢヨ㣧㸪
⯉デࡢయ㦂㸪㙀ࡸ⅍ࢆᐇ㝿ゐࡿయ㦂㸪⸆⮃ࡢㅮ⩏
ヨ㣧࣭ヨ㣗ࢆᐇࡍࡿ㸬ᚰ⌮ࣉ࣮ࣟࢳ࡛ࡣ㸪ὀ
ពࢆ᧯సࡍࡿࡇ࡛ឤࡸẼศࢆࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡍࡿ
࣐ࣥࢻࣇࣝࢿࢫࢆయ㦂ࡍࡿ㸬2019 ᖺᗘࡽࡣ㸪VR
㸦Virtual Reality㸧ࢆ⏝࠸ࡓ྾ἲ⦎⩦ࡢయ㦂ࡶຍ
ࢃࡗࡓ㸦┿ 2㸧㸬⌮Ꮫ⒪ἲ࡛ࡣ㸪ࣟࢥࣔࢸࣈࢩࣥ
ࢻ࣮࣒ࣟࡢ❧ࡕୖࡀࡾ᳨ᰝࡸ㸪ࢫࢺࣞࢵࢳࢆయ㦂ࡍ
ࡿ㸬ࡇࡢࡼ࠺ 1 ᪥┠ࡣ㸪ぢࡿ࣭ゐࢀࡿ࣭ࢃ࠺࡞
ࡢឤࢆࡗࡓయ㦂ࡀ୰ᚰ࡛࠶ࡿ㸬
୍᪉㸪2 ᪥┠๓༙ࡣ㸪ࢳ࣮࣒་⒪ࡢᇶ♏࡞ࡿ͆ࢳ
࣮࣒͇ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿࡇࢆ┠ⓗ㸪ᴗࡢ㞟ྜ◊
ಟ࡞ࣅࢪࢿࢫࡢ⌧ሙ࡛ࡶᑟධࡉࢀࡿయ㦂ᆺࢡࢸ
ࣅࢸࢆᐇࡍࡿ㸬ࡇࡇ࡛ࡣ㸪ࢳ࣮࣒άືᚲせ
࡞▱㆑ࡸࢸࢡࢽࢵࢡࢆᏛࡧ㸪ḟࡢᶍᨃ᳨ウ࡛ά
ࡍὶࢀ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬

真弓・平松

万由子・船尾

浩貴

㸺┿  ᖺᗘ :6 ࡢ⭡デయ㦂㸼

㸺┿  ᖺᗘ :6 ࡢ 95 య㦂㸼
2 ᪥┠ᚋ༙ 3 ᪥┠ࡣ㸪៏ᛶ⑊③ࢆࡶࡕ࡞ࡀࡽᬽ
ࡽࡍேࡢᨭࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿࡇࢆ┠ⓗ㸪៏ᛶ
⑊③ࡢᶍᨃᝈ⪅ࡢຓ⟇ࢆ㸪ከᑓᨷ࡛ᵓᡂࡉࢀࡓ
ࢢ࣮ࣝࣉ᳨࡛ウࡍࡿ㸬ࡲࡓ㸪ᶍᨃᝈ⪅ၥデ࣭ຓ
⟇ᥦ࡞ࡢ࣮ࣟࣝࣉࣞࡶ⾜࠺㸦┿ 3㸧㸬ከࡃࡢ
Ꮫ⏕ࡗ࡚㸪ࡢᑓᨷࡢࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࡸᶍ
ᨃᝈ⪅ࡢᑐ㠃ࡣึࡵ࡚࡛࠶ࡾ㸪ࡢᤵᴗ࡛ࡣᚓࡽ
ࢀ࡞࠸㈗㔜࡞⤒㦂ࡀ࡛ࡁࡿ㸬

㸺┿  ᖺᗘ :6 ᶍᨃᝈ⪅࣮ࣟࣝࣉࣞ㸼

㸫 58 㸫

「地域総活躍社会のための慢性疼痛医療者養成事業」2020年度ワークショップのオンライン開催の報告

㸧ᮏᖺᗘ :6 㛤ദ‽ഛ
2020 ᖺ 3 ᭶ࡲ࡛ࡣ㸪ᖺ㏻ࡾ㸪ᑐ㠃ᙧᘧࢆᐃࡋ
ࣉࣟࢢ࣒ࣛసᡂྲྀࡾࡗ࡚࠸ࡓ㸬ࡋࡋ 4 ᭶
࡞ࡾ㸪⥭ᛴែᐉゝࡀⓎ௧ࡉࢀࡿ㸪ᑐ㠃ᙧᘧࡢ WS
ࡣ୕ᐦࢆ㑊ࡅࡿࡇࡀᅔ㞴࠸࠺⌮⏤ࡽ㸪࢜ࣥࣛ
ࣥ㛤ദࡢ᳨ウࡀጞࡲࡗࡓ㸬㛤ദ᪉ἲࡢ᳨ウ୪⾜
ࡋ࡚㸪ㅮ⩏ᢸᙜᩍဨࡣ㸪ᑐ㠃࢜ࣥࣛࣥ㸪୧᪉
ࡢྍ⬟ᛶࢆど㔝࠸ࢀ࡚ㅮ⩏ෆᐜࡢ‽ഛࢆጞࡵ࡚ࡶ
ࡽࡗࡓ㸬
6 ᭶࢜ࣥࣛࣥ㛤ദࡍࡿ᪉㔪࡛㸪ᮏᴗጤဨ
ဨࡢ㈶ྠࡀ࠶ࡾ㸪ᮏ᱁ⓗ࢜ࣥࣛࣥࣉࣟࢢ࣒ࣛస
ᡂྲྀࡾࡗࡓ㸬7 ᭶୰᪪ࡣ㸪ᩍဨᑐ㇟ࡢ࢜ࣥࣛ
ࣥࣇࢩࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥࡘ࠸࡚ࡢ◊ಟࢆ㛤ദࡋ
ࡓ㸬8 ᭶ୖ᪪ࡣ㸪ᩘྡࡢ࣎ࣛࣥࢸᏛ⏕ඹ㸪
ᐇ㝿 Zoom ࢆࡗࡓ᳨ウࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡࡢࣜ
ࣁ࣮ࢧࣝࢆ⾜ࡗࡓ㸬
ࡑࡋ࡚ 8 ᭶ 19 ᪥㹼21 ᪥↓㸪
WS 㛤ദ⮳ࡗࡓ㸬
ᮏ㡯࡛ࡣ㸪WS 㛤ദࡢࡓࡵࡢලయⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳ
ࡘ࠸࡚㸪ᖺᗘ WS ẚ㍑ࡋ࡞ࡀࡽㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡃ㸬
㸦㸧࢜ࣥࣛࣥࣇࢩࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥ◊ಟ
ᣦᑟᩍဨ㐩ࡣ㸪ᖺᗘࡲ࡛ࡢ WS 㛤ദࡸࡢᤵᴗ
࡛ᑐ㠃ᙧᘧࡢᤵᴗࡣ㇏ᐩ࡞⤒㦂ࡀ࠶ࡗࡓࡀ㸪࢜ࣥࣛ
ࣥᙧᘧࡢᤵᴗࡣ⤒㦂ࡀᑡ࡞ࡃ㸪ࡁ࡞Ᏻࢆឤࡌ
࡚࠸ࡓ㸬ࡑࡇ࡛㸪WS 㛤ദ๓ᩍဨࢆᑐ㇟ࡋࡓࠕ࢜
ࣥࣛࣥࣇࢩࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥ◊ಟࠖࢆ 7 ᭶ 17 ᪥
13:30-16:00 ࡢ㛫࡛㛤ദࡋࡓ㸬
◊ಟ࡛ࡣ㸪࢜ࣥࣛࣥᙧᘧᑐ㠃ᙧᘧࡢ㐪࠸ࡢ
ᇶᮏⓗ࡞ㄝ᫂㸪࢜ࣥࣛࣥㅮ₇࡛ࡢ㛫ࡢྲྀࡾ᪉ࡸఇ
᠁ࡢᣳࡳ᪉࡞ࡢㅮ₇ࡢ㐍ࡵ᪉ࡢㄝ᫂㸪Zoom ࡢࢳ
ࣕࢵࢺᶵ⬟ࡸᛂ࣎ࢱࣥࡼࡿཧຍ⪅ࡢὶ᪉ἲ
ࡢㄝ᫂㸪࣍࣡ࢺ࣮࣎ࢻᶵ⬟࡞ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡࢆ
ᡭຓࡅࡍࡿᶵ⬟ࡢㄝ᫂㸪ࣈࣞࢡ࢘ࢺ࣮࣒ࣝᶵ⬟
ࢆࡗࡓࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥయ㦂࡞ࡀ⾜ࢃࢀࡓ㸬◊
ಟ⮬యࡶ Zoom ࡛㛤ദࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛㸪ཧຍ⪅ࡀ
ᐇ㝿ࢶ࣮ࣝ᧯సࢆయ㦂ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ㸪༢ᶵ⬟
ࡸㅮ₇ୖࡢὀពࢆ⫈ㅮࡍࡿࡔࡅ࡛ࡣศࡽ࡞࠸㈗㔜
࡞ሗࢆᚓࡽࢀࡓ㸬
ཧຍࡋࡓᩍဨࡽࡣࠕලయⓗࡍࡄά⏝࡛ࡁࡿᕤ
ኵࢆᏛࡓࠖ
ࠕᏛ⏕ഃࡢẼᣢࡕࡀศࡗࡓࠖ࠸ࡗࡓ
ពぢࡀከࡗࡓ㸬ࡇࡇ࡛ᚓࡓࣀ࢘ࣁ࢘ࡣ㸪ࣉࣟࢢࣛ
࣒సᡂࡢࡁ࡞୍ຓ࡞ࡗࡓ㸬
㸦㸧࢜ࣥࣛࣥࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢసᡂ
ձయ㦂Ꮫ⩦
ඛ㏙ࡓ㏻ࡾ㸪ᚑ᮶ࡢ WS1 ᪥┠ࡣឤࢆࡗ

ࡓయ㦂Ꮫ⩦ࡀ࣓࡛ࣥ࠶ࡾ㸪࡛࢜ࣥࣛࣥࡣ࡞
⌧ࡀ㞴ࡋ࠸㸬ࡑࡇ࡛㸪࣐ࣥࢻࣇࣝࢿࢫࡸࢭࣝࣇ
ࢫࢺࣞࢵࢳࣥࢢ㸪ࣟࢥࣔᗘ᳨ᰝ࡞㸪 1 ே࡛㌟యࢆ
ࡗ࡚ฟ᮶ࡿయ㦂㔜Ⅼࢆ⨨ࡃࡇࡋࡓ㸬୍᪉㸪
ᮾὒ་Ꮫ࡛ࡣ㸪₎᪉⸆ࢆ↦ࡌࡿᫎീࡸ㸪㙀⅍⒪ࡢ
ᵝᏊࡢᫎീࢆど⫈ࡉࡏࡿࡇ࡛㸪ฟ᮶ࡿ㝈ࡾឤぬⓗ
Ꮫ⩦࡛ࡁࡿᕤኵࢆࡋࡓ㸬
ղㅮ⩏
ᖺᗘࡲ࡛ࡢ WS ㅮ⩏ࡣ㸪ㅮ⩏୰ᩍဨ㸫Ꮫ⏕㛫
ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆᣳࢇࡔࡾ㸪Ꮫ⏕ࡢࢢ࣮ࣝࣉ
࣮࣡ࢡ㛫ࢆタࡅࡓࡾࡋ࡚㸪Ꮫ⏕ࡢ⬟ືⓗ࡞Ꮫ⩦ࢆ
ಁࡍࠕࢡࢸࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢࠖࢆព㆑ࡋ࡚సᡂࡋ࡚
࠸ࡓ㸬ࡋࡋ࢜ࣥࣛࣥㅮ⩏࡛ࡣ㸪ᩍဨࡀᏛ⏕ࡢᵝ
Ꮚࢆᢕᥱࡋࡃࡃ㸪ࡲࡓᏛ⏕ࡶ⪺࠸࡚࠸ࡿ㛫ࡀ㛗
ࡃ࡞ࡾ㸪ཷືⓗ࡞Ꮫ⩦࡞ࡿࡇࡀᠱᛕࡉࢀࡓ㸬
ࡑࡇ࡛㸪ྛㅮ⩏ࡢᢸᙜᩍဨࡣ㸪࢜ࣥࣛࣥࣇ
ࢩࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥ◊ಟ࡛Ꮫࢇࡔ Zoom ࡢࢳࣕࢵࢺᶵ
⬟㸪ᛂ࣎ࢱࣥ࡞ࢆ⏝ࡋ࡚Ꮫ⏕ᐃᮇⓗពᛮ
㏻ࢆࡍࡿᕤኵࢆせㄳࡋࡓ㸬ᤵᴗ࡛ࡣ㸪ࢡࢬᙧᘧ
ࡢၥ㢟ࢆฟࡋ࡚ࢳࣕࢵࢺグධࡉࡏࡓࡾ㸪㉁ᛂ⟅
ࢆཷࡅࡅࡓࡾࡋࡓ㸬
ճࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡ᳨࣭ウ
WS ࡣ୧Ꮫࡢከᑓᨷࡀཧຍࡍࡿࡓࡵ㸪Ꮫ⏕ྠ
ኈࡶึᑐ㠃ࡢሙྜࡀከࡃ㸪ࢢ࣮ࣝࣉ㛫ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ
࣮ࢩࣙࣥࡀ㐍ࡲ࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬≉࢜ࣥ
ࣛࣥ⎔ቃୗ࡛ࡣ㸪ᑐ㠃ᙧᘧ␗࡞ࡾ㸪ࢥࣥࢱ
ࢡࢺࡸሙࡢ✵Ẽࢆឤࡌࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸㸬ࡑࡇ࡛㸪
1 ᪥┠ࡽࢫࣈࣞࢡࡢ㛫ࢆసࡾ㸪ࢢ࣮ࣝࣉ
㛫࡛ヰࡋྜ࠺ᶵࢆタࡅࡓ㸬ࡲࡓ 2 ᪥┠๓༙ࡢࠕࢳ
࣮࣒ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿࠖࣃ࣮ࢺ࡛ࡣ㸪࢜ࣥࣛࣥ⏝ࡢ
ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ᪂ࡓసᡂࡋ㸪㆟ㄽࢆ㐍ࡵࡸࡍࡃ࡞ࡿ
ࢢ࣮ࣝࣉ㛫ࡢ✵Ẽࢆ㸪࢜ࣥࣛࣥ⎔ቃୗ࡛సࡿࡇ
ࢆಁࡍࡼ࠺࡞࣮࣡ࢡࢆᐇࡋࡓ㸬
3 ᪥㛫ࡢࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡࡣ࡚㸪Zoom ࡢࣈࣞ
ࢡ࢘ࢺࢭࢵࢩࣙࣥᶵ⬟ࢆ⏝ࡋࡓ㸬ᩍဨࡀᏛ⏕ࢢ
࣮ࣝࣉ㛫ࢆ⮬⏤⛣ື࡛ࡁࡿࡼ࠺㸪ඹྠ࣍ࢫࢺᶒ㝈
ࢆࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪Ꮫ⏕ࢢ࣮ࣝࣉࡢᑠ࣮࣒ࣝࡣู
㸪ᩍဨᚅᶵ⏝ࡢᑠ࣮࣒ࣝࢆసᡂࡍࡿࡇ࡛㸪ᩍဨ
ྠኈ࡛㐃⤡ࢆྲྀࡾྜ࠼ࡿࡼ࠺ࡋࡓ㸬
᳨ウࣃ࣮ࢺࡢࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࡣ㸪WS ࡢ᭱ᚋ
タᐃࡋࡓ㸬ࡇࢀࡣ㸪1 ᪥┠③ࡳ⒪ࡢᡭẁࢆᏛ⩦
ࡋ㸪2 ᪥┠๓༙ࢢ࣮ࣝࣉෆ࡛ヰࡋࡸࡍ࠸㞺ᅖẼࢆ
సࡗࡓᚋ㸪᳨ウࢆᐇࡋࡓ᪉ࡀ㸪ࢹࢫ࢝ࢵࢩ
ࣙࣥࡀ㐍ࡳࡸࡍ࠸⪃࠼ࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿ㸬
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牛田

健太・丸山

一男・横地

歩・島岡

ࡲࡓ㸪ࡢែࡢ࣓࣮ࢪࢆࡋࡸࡍࡃࡍࡿࡓࡵ㸪
๓ᙳࡋࡓᶍᨃᝈ⪅ᙺ་⒪⪅ᙺࡢၥデሙ㠃ࡢ
ࣅࢹ࢜ࢆ㸪ᙜ᪥ど⫈ࡉࡏࡓ㸦┿ 4㸧
㸬

㸺┿  ᶍᨃࡢึデࡢື⏬㸼
ࡲࡓ㸪Ꮫ⏕ࡀၥデࡸᨭ⟇ᥦࢆࡍࡿࣃ࣮ࢺ࡛ࡣ㸪
ᶍᨃᝈ⪅ࡣ࢜ࣥࣛࣥཷデࡍࡿタᐃࡋ㸪ᶍᨃᝈ⪅
ᙺࡑࡢጔᙺࡢᩍဨࡀ Zoom ࢆࡋ࡚Ꮫ⏕࣮ࣟࣝ
ࣉࣞࡋࡓ㸦┿ 5㸧㸬

㸺┿  Ꮫ⏕ᝈ⪅ᙺࡢ࣮ࣟࣝࣉࣞ㸼
ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡ࡛ࡣ㸪㆟ㄽ࡛ࡁࡿࡼ࠺㸪ྛ
ࢢ࣮ࣝࣉࢧࣈࣇࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮ᩍဨࢆ㓄⨨ࡍࡿࡇ
ࡋࡓ㸦2 ࢢ࣮ࣝࣉ 1 ே㸧㸬Ꮫ⏕୍ேࡦࡾࡀ
ศⓎゝ࡛ࡁࡿࡼ࠺㸪1 ࢢ࣮ࣝࣉࡢேᩘࡣ 4㹼5 ேࡋ
ࡓ㸬
մࡑࡢ
ཧຍᏛ⏕ᢏ⾡ⓗ࡞ၥ㢟ࡀ⏕ࡌ࡞࠸ࡼ࠺㸪๓
᧯స࣐ࢽࣗࣝࢆ㓄ᕸࡋࡓ㸬ࡀ୍㸪Zoom ཧຍࡀ
ฟ᮶࡞ࡃ࡞ࡗࡓሙྜഛ࠼㸪ྛᏛົ┤᥋⧅ࡀ
ࡿ㐃⤡ඛࢆணࡵఏ࠼㸪ᑐᛂ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋࡓ㸬
ࡲࡓ㸪㐣ཤࡢ WS ᒚಟᏛ⏕᭷ᚿࡼࡿࠕᏛ⏕ࢧ࣏

要・辻川

真弓・平松

万由子・船尾

浩貴

࣮ࢱ࣮ࠖࡀ㸪ᖺ㸪WS ⤊ᚋᏛ⏕ὶࢆ㛤ദ
ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᖺࡣ࡚࢜ࣥࣛࣥὶࢆ⏬ࡋ
࡚ࡶࡽࡗࡓ㸬

㸦㸧ࣜࣁ࣮ࢧࣝ
8 ᭶ୖ᪪㸪WS ᢸᙜᩍဨ㸪࣎ࣛࣥࢸࡋ࡚
㞟ࡲࡗࡓᖺᗘࡲ࡛ࡢ WS ཷㅮ⪅ࡢᏛ⏕ᩘྡ࡛㸪
Zoom ࢆࡗ࡚ࣜࣁ࣮ࢧࣝࢆ㛤ദࡋࡓ㸬ࣜࣁ࣮ࢧࣝ
࡛ࡣ㸪࢜ࣥࣛࣥࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ࠺ࡕ㸪᳨ウࣃ࣮
ࢺࢆ▷ࡃࡋࡓࡶࡢࢆ㸪ᙜ᪥㐠Ⴀࢆᐃࡋ࡞ࡀࡽ㐍ࡵ
ࡓ㸬
ᐇ㝿㐍ࡵ࡚ࡳࡿ㸪ᨵၿࡀᚲせ࡞Ⅼࡀ࠸ࡃࡘ
ぢࡘࡗࡓ㸬࠼ࡤ㸪ࣈࣞࢡ࢘ࢺࢭࢵࢩࣙࣥ㛤
ጞᚋࡣᏛ⏕㐃⤡ࡀྲྀࡾ࡙ࡽ࠸ࡢ࡛๓࣮࣡ࢡෆ
ᐜࡘ࠸࡚ศ࡞ㄝ࣭᫂ᣦ♧ࡀᚲせ࡞ࡇ㸪ၥデࣟ
࣮ࣝࣉࣞࢠ࣮ࣕࣛࣜࣅ࣮ࣗࡢࡲࡲࡔ࣮ࣟࣝ
ࣉࣞࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿᏛ⏕࣭ᝈ⪅ᙺࡀศࡾ࡙ࡽ࠸
ࡢ࡛ࡢᏛ⏕ࢆ㠀⾲♧ࡍࡿᕤኵࡀᚲせ࡞ࡇ࡞㸪
࢜ࣥࣛࣥࡢᢏ⾡㠃ࡢㄢ㢟ࡀศࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪ỿ㯲
ࡀከ࠸ࢢ࣮ࣝࣉࣇࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮ࡀࡢ⛬ᗘ㛵ࢃ
ࡿ࡞ᩍ⫱㠃ࡢㄢ㢟ࡶศࡗࡓ㸬࣎ࣛࣥࢸᏛ
⏕ࡽࡶ㸪㈗㔜࡞ពぢࡶ⪺ࡃࡇࡀฟ᮶ࡓ㸬ࡇࢀࡽ
ࢆ㋃ࡲ࠼࡚㸪ࣉࣟࢢ࣒ࣛ᭦ಟṇࢆຍ࠼㸪࢜ࣥࣛ
ࣥࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀᡂࡋࡓ㸦⾲ 1㸧㸬
㸦㸧ཧຍ⪅ࣥࢣ࣮ࢺ
࢜ࣥࣛࣥࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢཧຍ⪅ࡢពぢࢆ⪺ࡃࡓࡵ
㸪ྛ᪥⤊ᚋࣥࢣ࣮ࢺࢆᐇࡋࡓ㸬ࣥࢣ࣮
ࢺࡣ㡯┠ࡋ࡚ࠕ1 ᪥┠ࡘ࠸࡚ࠖ
ࠕ2 ᪥┠ࡘ࠸
࡚ࠖ
ࠕ3 ᪥┠ࡘ࠸࡚ࠖ
ࠕ3 ᪥㛫యࡘ࠸࡚ࠖࢆ⏝ព
ࡋ㸪ࡑࢀࡒࢀ㑅ᢥᙧᘧ⮬⏤グ㏙ᙧᘧࡢᑠ㡯┠ࢆ㉁
ၥࡋࡓ㸬㑅ᢥᙧᘧࡣ㸪ࠕᙜ࡚ࡣࡲࡿࠖ
ࠕࡸࡸᙜ࡚ࡣ
ࡲࡿࠖࠕ࠶ࡲࡾᙜ࡚ࡣࡲࡽ࡞࠸ࠖࠕᙜ࡚ࡣࡲࡽ࡞࠸ࠖ
ࡢ 4 ẁ㝵ࣜࢵ࣮࢝ࢺᑻᗘࢆ᥇⏝ࡋࡓ㸬⮬⏤グ㏙ᙧᘧ
࡛ࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢᑠ㡯┠ࡘ࠸࡚㸪ⰋࡗࡓⅬ㸪ᨵ
ၿࡋ࡚ḧࡋ࠸Ⅼࡘ࠸࡚⪺࠸ࡓ㸬
㸬ᮏᖺᗘ :6 ᩍ⫱ᡂᯝ
㸧ᙜ᪥㐠Ⴀࡘ࠸࡚
WS ࡣ୕㔜ᏛᏛ⏕ 27 ྡ㸦་Ꮫ㒊་Ꮫ⛉㸪┳ㆤ
Ꮫ⛉㸧㕥㮵་⒪⛉ᏛᏛࡢᏛ⏕ 35 ྡ㸦⸆Ꮫ㒊㸸⸆
Ꮫ⛉㸪ಖ⾨⏕Ꮫ㒊㸸་⒪ᰤ㣴Ꮫ⛉⟶⌮ᰤ㣴Ꮫᑓᨷ㸪
་⒪ᰤ㣴Ꮫ⛉⮫ᗋ᳨ᰝᏛᑓᨷ㸪ࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥ
Ꮫ⛉⌮Ꮫ⒪ἲᏛᑓᨷ㸪ࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥᏛ⛉సᴗ
⒪ἲᏛᑓᨷ㸪་⒪⚟♴Ꮫ⛉⮫ᗋᚰ⌮Ꮫᑓᨷ㸪㙀⅍ࢧ
࢚ࣥࢫᏛ⛉㸧ࡢィ 62 ྡࡀཧຍࡋࡓ㸬ᖺࡼࡾࡶᑡ
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「地域総活躍社会のための慢性疼痛医療者養成事業」2020年度ワークショップのオンライン開催の報告

ࡋ㸪ཧຍ⪅ࡀቑຍࡋࡓ㸬
ᙜ᪥ࡣ WS ෆ࡛ᙺࡢከ࠸ᩘྡࡢᩍဨ㸦ྖ㸪
᳨ウࣇࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮࡞㸧ࡀ㕥㮵་⒪⛉ᏛᏛ

ⓑᏊ࢟ࣕࣥࣃࢫ㞟ࡲࡾ㸪᭷ࡢ㝿༶ᗙᑐᛂ࡛
ࡁࡿࡼ࠺ࡋࡓ㸬ឤᰁᣑண㜵ࡢࡓࡵྛᩍဨ 1 ே 1
㒊ᒇࢆ⏝ពࡋࡓ㸬

㸺⾲   ᪥㛫ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ㸼
2
0m 年 度 （対 面 形 式 の開催）

2
0
2
0年度（ オン ラ イン 形 式 の開 催 ）
1日目

［
オ リエンテーシ ョン】

【
オリエ ンテーシ ョン】

痛みのメ カニ ズム，多職種連携 のレクチャー

痛みのメ カニ ズム，多職種連携 のレクチャー

>
［
東洋医学と漢方の請義 ・体験】＜写真 l

【
アイス ブレイク 】

腹診体験，舌診の体験，煎 じ薬の試 飲 な ど

ブレ イクア ウトセ ッシ ョン使用 し自己紹 介
【
東洋医学 と漢方の謂義 ・実演】＜写真 6>

［
鈍灸の体験）
剌鈍練習台を用いた鈍体験，霊子温灸器の体験な ど

証の自己判断、煎 じ薬の作成の勤画視聴など
【
鈍灸の 謂義 ・実演】＜写真 7
>

［
マインドフ ルネスの講義 ・体験）

3分間呼吸法，ボディ ・スキャ ン など

鈍を剌す様子や電流剌激 の様子 の勤画視聴など
【
マイン ドフル ネスの謂義 ・体験】

［
薬！善謂義】

3分間呼吸法 、ボディ ・スキャ ン など

講義後，薬膳の試食
［
ロコモティブ シン ド
ロ ーム検査の体験】

【
ロコモ ティ ブシン ド
ロ ーム検査の体験】

3
0秒立ち上がり検査 など

ロコモ度テ スト 体験 （
立ち上がりテス ト）

[
V
Rによ るマインド フルネス体験】 ＜写真 2>

【
薬膳講義】

［
理学療法の講義、体験】

【
理学療法の講義、体験】＜写真 8>

2人 1経で ス トレ ッチ体験

セルフス トレ ッチング 体験

など

2日目前半
［
チームについてのアク テ ィビテ ィ】

【
チームについてのアクティ ビテ ィ】

事例検討のグループで協力し て行 う．ワ ークを用意．学生は対面

樺 々なオ ンライン用のワークを用意．学生は ブレイク アウトセ ッ

形式で議論やワー クを 進めた
．

シ ョンで議論やワー クを進めた

2日目 後半
［
事例検討】

3日目

・
‑
‑
‑
‑
‑
‑‑
【
事例検討】

1グルー プ r
s名，各グル ープ 4 5の専攻の学生で構成．事例

1グル ープ 4 5名、各 グルー プ 3 4の専攻 の学生で構成．事例

ついて 対面形式でグループデ ィスカッシ ョン．模擬症例と妻にグ

の紹介は勤画使用 く写真 4>.事例 ついてブ レイ クアウトセ ッシ

ルーブ代表者が
， 対面でロールプレ イ く
写真 3
>.

ョンを使った グループ ディス カ ッシ ョン．模擬症例と妻に グルー
ブ代表者が、オンライン受診の設定 でロールブ レイ く
写真 5
>.情
報収集のための各専門職教員への質問時間 も設 け た

㸺┿  ↦ࡌ⸆ࡢᐇ₇ື⏬㸼 
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質問項目

総数

①

②

③

1
'
)
慢性疼痛冶療に様々な手段があることを知った

59

5
4

5

2
)自身の専攻以外の職種が行っている治療を理解できた

59

4
5

1
4

゜゜
゜゜
゜
゜
゜゜
゜

3
) 「多職種連携のチ ームとは何か」を自分なりに説明出来るようになった

59

3
3

2
4

4
)円滑なコミュニケーションのために、話し方や態度に注意出来た

59

4
1

1
6

5
)苦段あまり話さない他学部と交流出来た

59

5
3

6

6
)この 3日間は、他学部の学生と友好的な関係を築 く 「きっかけ」になった

59

3
6

1
8

①当てはまる

②やや当てはまる

③あまり当てはまらない

④当てはまらない
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2
2

5

④

「地域総活躍社会のための慢性疼痛医療者養成事業」2020年度ワークショップのオンライン開催の報告

㸺⾲   ᖺᗘ :6Ꮫ⏕ࣥࢣ࣮ࢺࠕ ᪥㛫యࡘ࠸࡚ࠖ⮬⏤グ㍕㡯┠㸼
@

3日間全体を通して。良かった点を自由に記入して くださ い。

・ブレークアウト セ ッシ ョンの時間がちゃんと取られていて 、チームの人たちとしっかり交流出来た。
• いろんな視点からの意見が聞け、自分の意見も言うことができた。
・将来自分とは違う職種に就 く学生と 、学校の枠を超えて交流出来たところが良かったです。
・痛みについて考えるいい機会になった。色んな冶療法があることを知れた。また、チーム医療の必要性を改めて感じることが出来た。
• 実際の患者への対応の仕方がイメージしやすかった
・グル ーブのみんなと連携して話し合うことができた。また、他の学部の意見を聞 くことができた。
• いろんな人と交流を持つことができた

・W
i1
1S
e
e
dさんのワークショップが 3日を通しても 印象 に残り楽し く感じた。
．昔段の授業では関わることのできない他学科との意見交換ができたことで 、自分には思い浮かばない見方を沢山知ることができた。
• 自分の知らない知識を身に付けれて良かった。
・違う学部だからこその考え方などが聞けたことで、考え方のバリエーションが増える ようになった。
・グル ーブワ ークが多 く他の人の意見を多 く聞くことが出来た
・チームでやってい くためのポイントや疼痛に対するさまさまなアブロ ーチにつ いて知ることができてとても勉強になった。
・チームで活動する際に必要なことが学べたのでよかった 。また、慢性疼痛の患者さんへの間わり方を 知れたのは 、これからの学習に役立つ
と思うので良かった。
• 他学部の人と交流する事ができてよかった。
• 他の大学や学部の方々と話せるきっかけになったのはよかったと思うのですが、やはり遠隔ということもあったので話し足りないところが
大きいです
・体験型なので楽し くできた
・グル ーブは話しやすい雰囲気があっ た。司会の進行が明確であ り、画像の内容が理解しやすかった
・グルーブワークをあ まりする ことがなかったためこの 3日間を通して様々な分野の生徒さんと話すことが出来て良かったです。
・チームとはどういうものか具体的に理解することができた。
• ただ楽し く活動できるものや 、真剣に検討しなければならないものが混ぜられていて全体を通して楽しめたと思う

・I
まじめはグループで円滑に コミュニケーションをとれるか心配でしたが、周りの雰囲気も良 く
、 たくさん議論することが出来ました◇ また 、
他のグルーブの意見も聞 くことが出来たので 、学びを深めることが出来ました。
・知識だけではな く
、 実践してい く能力や 、その際の難しい点を知ることが出来たので、とても有意蓑な時間になったと思います。
• いろいろな人の意見を聞 くことができ 、また実際にチームとして話し合う ことができ 、よい経験になった。 1日目の謂義もためになったし 、

2日目のチームについても新たな発見があってよかった。それらが 2日目の交換から 3日目の事例につながり 、よい学びができた。
・昔段の大学の講義では同じ学科の人としか話をしませんが 、今回は他の専攻の人と関わることができて 、 とても貴重な時間でした。グルー
ブで話し合いもかなり 円滑に進めることができて 、有意義な 3日間にできたと思います。
• 他の医療系学部の専門について理解を深めることができたこと。
・ワークシ ョップで患者さ ん役の人と話す というのは，低学年にはなかなかない経験だったので、 とてもいい経験だったと思い ます。参加で
きてよかったです。ありがとう ございました 。
• 他学部の方と多職種医療について学べてよかったです。
・チームで活動するときに 、毎回気を つけようという部分を見つけることができた。
・薬学や管理栄養学を学んでいる学生など 、三重大学では出会えない人々と出会い意見の交流を深め、慢性疼痛の治療に関して新たな知見を
得ることが出来た点。
・自粛生活の中で、や く6 っか月ぶりに初対面の方とお話ができた。讀座内容とは間係ないけれど 、人とのかかわりがとても楽し かった。専
門的な知識や技術をお持ちの先生方から 直接お話をお伺 いできて大変勉強になった。
◎

3日間全体を通して．改善して欲しい点を自由に記入して ください。

・話し合いの時間をもう少し多 くして欲しかった
・グルーブワークやそれに伴う発表の時間をもう少 し欲しかった。
・オンラインの場合は顔出しできる子だけの参加にしてほしい
・不具合で zoomに何回か入り 直す時があった。
・映像が止まりやすいので 、映像はなるべく 控えた方が円滑に進むと思います。
・途中で落ちてしまう事が何度かありました。自宅の通信環境は事前に 確認 したつもりですがビデオをオンにしてると落ちやすいみたいです。
・服装やいすの準備など、 2日目と3日目は不要なことなど連絡があると よか った。
・時間 の設定をもっと余裕をもって指定してほしかったです。
・ズーム機能の不調
・グルーブワーク前の説明 を十分に行うことを心がけてほしい。
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講義内容や資科は

学生に理解させるた

積極的に交流できた ついて 考えること が

分かりやすかった

めの教員のエ天を感

｀

じた

できた

囮やや当てはまる
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冒
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︱
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瓢昌
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9
,
︐

クル ープメンバ ーと多裁種連携の意義に

取り仔且んだ

︐
︐

WSに能動的に

9
︐

w
s参加前に
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事前学習を行った

ロ当てはまる
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プログラムヘ能動チ ーム活動をより今後の積極的な学自分のニ ーズにプログラム内容や学生に理解させる多敢種還携につい
的に参加できた。艮くするための万びを喚起するプロ合ったプログラム資料はわかりやすための講師側の二て新しい発見が
法を字んだ

ロ当てはまる

クラムであった

口やや当てはまる

だった

かっ た

亘あまり当てはまらない

夫が感じられた

あった

□当てはまらない
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of Inquiry㸹௨ୗ CoI㸧ࠖࡋ࡚࠸ࡿ㸦Garrison et al
2013㸧㸬ࡇࡢ 3 せ⣲ࡢほⅬࢆ㸪ᮏᴗ WS ᙜ࡚ࡣ
ࡵ࡚⪃࠼࡚ࡳࡿ㸬
ࡲࡎ㸪♫ⓗᏑᅾឤࡣ㸪ཧຍ⪅⮬㌟ࡀ㞟ᅋཧ
ຍࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ㄆ㆑㸪ಙ㢗࡛ࡁࡿ⎔ቃࡢ୰࡛┠ⓗ
ព㆑ࢆᣢࡗ࡚ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࡛ࣙࣥࡁࡿ⬟ຊࡢࡇ
ࢆᣦࡍ㸬WS ࡛ࡣ㸪ㅮ⩏୰ Zoom ࡢࢳࣕࢵࢺᶵ⬟ࡸ
ᛂ࣎ࢱࣥࢆࡗࡓࡾ㸪ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡࡢ㢖ᗘࢆቑ
ࡸࡋࡓࡾࡋ࡚㸪1 ே࡛ࡣ࡞ࡃࡢᏛ⏕ඹᤵᴗ

ཧຍࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆព㆑ࡉࡏࡓ㸬ࡲࡓ㸪๓ࠕWS
ࡢ฿㐩┠ᶆࠖࢆලయⓗᥖࡆ㸪ࡑࡢ㐩ᡂࢆ┠ᣦࡍࡼ
࠺ಁࡍࡇ࡛┠ⓗព㆑ࢆᣢࡓࡏࡓ㸬ࡉࡽ㸪ࢢ࣮ࣝ
ࣉ࣮࣡ࢡ࡛ࡣ㸪ࠕ㏙ࡓពぢࡀ㛫㐪ࡗ࡚࠸࡚ࡶⰋ࠸ࠖ
ணࡵఏ࠼ࡿࡇ࡛㸪Ᏻᚰࡋ࡚Ⓨゝ࡛ࡁࡿ⎔ቃࢆస
ࡿࡼ࠺ດࡵࡓ㸬ࡇࡢࡼ࠺㸪Ꮫ⏕ࡢ⬟ືⓗ࡞Ꮫ⩦ࢆ
᥎㐍ࡋࡓࡾ㸪✚ᴟⓗ࡞Ⓨゝࢆಁࡍ⎔ቃࢆసࡿࡼ࠺
ດࡵࡓࡇ࡛㸪♫ⓗᏑᅾឤࡀࡓࡉࢀࡓࡢ࡛ࡣ࡞
࠸⪃࠼ࡿ㸬
ḟ㸪ᩍ⫱ⓗᏑᅾឤࡣ㸪୍ேࡦࡾࡗ࡚ព
ࡀ࠶ࡾ㸪ᩍ⫱ⓗព⩏ࡢ࠶ࡿᏛ⩦ᡂᯝࢆᐇឤࡍࡿ
ࡇࢆ┠ⓗࡋࡓ㸪ㄆ▱ⓗ࣭♫ⓗࣉࣟࢭࢫࡢタィ㸪
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能動的に取り自分なりに事自分なりに多裁種連携の今後の積極的プロクラムの学生に理解さ医痘と援助に対人交流やコ
咀むことがで例について意チ ーム活動の意義を充分にな学びを喚起内容や貞科はせるための教ついて新しいミュニケ ー
きた。

見を迩ぺるこ難しさを理解
とが出釆た

理解した

するプロクラ逗切であった員側の工夫が発見があったションについ

できた

ムだった
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ࡁࡿ⠊ᅖ㸪ࡘࡲࡾ㸪Ꮫ⩦⪅⮬㌟ࡀẼ࡙ࡁࢆᚓ࡚㸪ࡑ
ࢀࡘ࠸࡚⪃࠼㸪ᐇ㊶࡛άࡍࢧࢡࣝࢆᣦࡍ㸬1 ᪥
┠࡛ࡣࡲ࡛Ꮫࢇࡔࡇࡢ࡞࠸ศ㔝ࡢ▱㆑ゐࢀ㸪
2 ᪥┠๓༙࡛ࡣࢳ࣮࣒㐃ᦠࢆ῝ࡃᏛࡧ㸪᳨ウ࡛
ࡑࢀࡽ▱㆑ࢆ࠸ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡࡍࡿὶࢀ࡞ࡗ࡚
࠾ࡾ㸪Ꮫࢇࡔ▱㆑ࢆࡍࡄάࡍࢧࢡࣝࡀᙧᡂࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ྛ᪥ࡢ᭱ᚋࡣ㸪ࡑࡢ᪥Ꮫࢇࡔࡇ
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ࢢ࣒ࣛ࡞ࡗࡓ᥎ ࡍࡿ㸬
ࡉࡽ㸪࢜ࣥࣛࣥᙧᘧࡢ᪉ࡀ᭷ព⩏ឤࡌࡿሙ
㠃ࡶ࠶ࡗࡓ㸬࠼ࡤ㸪࢜ࣥࣛࣥࡣ㞟ྜࡍࡿᚲせࡀ

࡞࠸ࡢ࡛㸪Ꮫ⏕ࡢ WS ཧຍࡢᩜᒃࡀపࡃ࡞ࡾ㸪ཧຍ
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ࡑࡢ୍᪉࡛㸪័ࢀ࡚࠸࡞࠸㐲㝸࡛ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
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SUMMARY
Here we report our experience in development
and delivery of an online workshop program aimed
to promote active learning on the interprofessional collaborations for the management of
chronic pain. This MEXT-funded educational
program collaboratively carried out by Mie
University and Suzuka University of Medical
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真弓・平松

万由子・船尾

浩貴

Science since 2016 was delivered as a normal in
person in the last three years.
However, in 2020, due to the pandemic of COVID19, we have decided to carry out a virtual
workshop using Zoom, an internet-based video
communication technology.
To provide rich
learning opportunities in the virtual class, we
have made planning and preparation in advance
and rehearsed several times, thereby being able to
obtain a high level of satisfaction from the
students who participated.
There was not so difference in student’s
satisfaction between the two surveys conducted
for the face-to-face class in 2019 and for the online
class in 2020. We conclude that if well prepared
and appropriately delivered, online classes have
the potential to achieve a similar level of
educational outcomes as face-to-face classes.
KEYWORDS: Chronic Pain, Interdisciplinary
Approach, the Online Lecture, Group Work,
Workshop
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