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１．本年度の研究成果 
１）VSを利用した学習ツールの開発と評価 
本ツールは、バーチャルスライド（以下：VS）を中心として、疾患概念、臨床的症状、特

徴的な検査データ、画像（X線、CT, MRI,その他、特徴的な画像）、肉眼（マクロ）的特徴、
組織学（ミクロ）的特徴や免疫組織化学的特徴、治療などを含んだ総合的学習システムである。

このシステムはインターネットを利用してサイトへアクセスすれば、遠方からでも学習可能で

ある。 
具体的には、アピリオ社の VSシステム（ScanScope）のデータベース「Spectrum」を利用

したものと、VSを「Zoomify」ソフトを利用した方法で、後者は民間会社と共同開発を行った。 
前者の「Spectrum」は、前回のデータ階層の構成がわかりにくく、大幅なサイトカスタマ

イズが必要との反省から、今回は既存の階層を、「Course」⇒「器官」、「Lesson」⇒、「Speciments」
⇒「疾患種別」、「Digital Slide」⇒「疾患名」としてコンテンツ構築を検討した。この方法の
利点は、データベース内から VSを閲覧するため、スキャン後のデータ変換が不要である。そ
のため、大量の VS を扱うことができるのでコンテンツが充実する。一方で、VS 以外の臨床
データをどのように設定するかが課題であり、学習利用者の使いやすさを現在も研究中である。 
後者の「Zoomify」ソフトを利用した開発について、今年度は、学習比重の高く、かつ、最

近話題となっている重要な消化器疾患で、研修医、学生の学習に必須と思われる 10 疾患を消
化器病学の教授に選択してもらい、班員および協力者にコンテンツデータの作成を依頼した。 
今回の学習ツールサイトの利用想定者について、「研修医」という対象が議論になったが、

疾患の学習には研修医も学生も区別はないということで、医師の生涯教育にも利用可能にする

ため、レベル設定の Grade は設けなかった。また、昨年の反省から VS だけでなく、マクロ
画像、X 線、CT 画像などの upload できる枚数を増やせるようにし、画像のなかにアノテー
ション、マーキングが表示を可能にするべくシステム改良を行った。 
コンテンツの１例として挙げると、非腫瘍性疾患の代表である炎症性腸疾患である潰瘍性大

腸炎 (UC) については、疾患概念、Stage, 肉眼的に偽ポリープ像など比較的活動性の高い像
から炎症が鎮静化した像、それに併せた X線の鉛管像など、UCについて総合的に学習できる
ようにした。さらに腸疾患を学習する際に医学の初歩に戻って、解剖、組織学的な学習とすべ

く、解剖、組織学の教授にコンテンツを依頼中である。また、最近の免疫療法、抗サイトカイ

ン療法についても学べるように作成し、必要な参考論文もひけるよう修正を行っている。 
これらのシステムは、中身のちょっとした組み合わせ方で使いやすさ、使いにくさがでてく

る。そこで研修医、医学部学生に依頼して本システムを使ってもらい、その感想を聞き、さら

にその結果を踏まえてブラッシュアップしていく。 
iPadの利用に関して、VSのしくみが flash技術を用いているため、現在の iPadが flash対

応ではないことから、VS 表示が不可能であることがわかった。しかし、他の flash 対応のタ
ブレット端末では表示できたが、３G回線ではスムーズな動作が厳しいなど、今後の方向性を



含め現在も検討中である。 
２）VSを用いたWEB会議形式の開発と検討 
遠隔講義について、本研究班では、VS をみながらのカンファランス、講義であるが、この

目的は、教官側対学生側、あるいは研究者同士の討論が可能かどうかである。このシステムは

当初、1対 3程度で 1対４にするとお互いの表情が読み取れない現象が起こったが、検討の結
果、利用するＰＣの機能に左右されることが明らかになり、１：9‐10ぐらいでも講義が可能
であることが明らかになった。 

 
２．前年度までの研究成果 
１）データベース「Spectrum」利用と、学習ツールサイト試作版の検討 
学習ツールサイトの青写真を制作するべく、学習項目の選定、サイト構成を検討した。また、

このシステムを「Spectrum」利用と「Zoomify」ソフトの利用の 2形式で検討を行い、班会議
で次年度への方向性をディスカッションした。 
２）本班会議に用いたWEB会議システムの実施 
班会議会場である岩手医科大学と、班員である琉球大学の教授室をWEBで結び、会議形式

での班会議を行った。用いたシステムは、adobe社の「connect pro meeting」であり、高額な
テレビ会議システムを用いずとも、個人が自分の机から PCで会議に参加でき、また極端な音
声や画像遅延がなくスムーズな会議を実践することができた。 
３）自学習システム「Medical fit」の検証 

VS を遠隔にいる複数人とカンファランスできるシステムを検証した。このシステムは、数
回の動作確認実験を行い、良好な回答が得られたものの、利用する PCによっては画像の遅延
やマイクのエコートラブル等が発生し、課題を残す結果となった。 

 
３．研究成果の意義及び今後の発展性 
これらのシステムに共通する点はいずれもＩＴ機器を用いた、VS システムを利用した形で

の①学習、あるいは②講義・カンファランスである。従来の教育スタイルと比較して、今回の

システムは時間的、経済的効率の高いシステムであることはいうまでもない。特に 3月の東日
本大震災以来ＩＴ機器の活用が期待されており、Face to Face、あるいはそれ以上の効果を得
ることができるかが重要である。①学習ツールの開発は、疾患について学習できるものはすべ

て総合的に網羅することが最終目標である。今回は、文章のテキストよりも画像を中心にシス

テムを組んで、疾患についての学習が総合的にできるようにしたが、さらにもう一歩進めて最

近の先端の話題、発生・遺伝学的な内容、さらに三次元的な構造、動画としての項目を加えて

いきたい。これは単にテキストで活字にならない部分を補うだけではなく、画像を通して視覚

あるいは聴覚を利用した形での学習方法であり、学習能率の拡大が期待できる。②今回は 2011
年の第一回班会議において、岩手医大内丸キャンパスと矢巾キャンパス、沖縄琉球大学の 3地
点を結んでのカンファランスを行った。遠隔会議を行う場合、一般的には高価な専用機器を利

用して行われるが、本システムでは個人のパソコンで簡易に参加が可能である。また、パソコ

ンで介した画像を表示できるため、大勢の人数、教室、会議室などで自由に会議を設定するこ

とが可能である。利用の仕方によっては、personal な会議システムとしての実用が可能では
ないかと思われる。 



 
４．倫理面への配慮 
本研究で用いたデータは、個人を特定できる内容は取り扱っておらず、また学習ツールで制

作した内容については班員とその関係者（研究依頼者）のみに公開したもので、公開性の低い

ものとしている。今後、コンテンツを制作する上で扱う臨床データの取り扱いに関しては、個

人を特定できないようにし、関連機関の承諾を得るよう今後も留意していく。 
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