
派遣先： シンガポール国立大学 

期 間： 2018 年７月２日～2018 年７月 13 日 

氏 名： 西川 文 

派遣時の学年： 医学部 6 年 

 

私は横浜市立大学の初回のプログラムであるシンガポール国立大学シミュレーションセンター 

EXPERIENTIAL SIMULATION PROGRAMME にて第一期生として、2週間の医学実習をさせてい

ただきました。ご支援くださった皆様のお陰で、本当に充実した経験を得ることが出来ました。 

1. 研修内容 

シンガポール国立大学における正規のカリキュラムであるシミュレーショントレーニングプログラム

に、シンガポール国立大学の実際の学生とともに実習チームのメンバー1人として参加する。 

2. 研修期間 

2018年 7月 2日（月）～7月 13日（金） 2 週間 

3. 研修費用 

900 シンガポールドル（約 72,000円） 

航空券：５万程度（シンガポール航空） 

滞在費用：10 万程度（現地交通費、寮費、雑費等含む） 

海外旅行保険料：2万程度 

4. 補助金 

横浜市立大学学生海外派遣補助金 4.5 万円 

横浜市立大学医学部後援会補助金 4.5 万円 

横浜市立大学大学同窓会俱進会留学基金 6.4万円 

5. 宿泊先 

University Townの寮(The College of Alice & Peter Tan) 

6. 実習内容 

〈実習スケジュール〉 

Date Module Registration Time 

02 Jul, Mon BCLS Re-cert & AED 7.45 am 

03 Jul, Tue ACLS Day 1 7.45 am 

04 Jul, Wed ACLS Day 2 7.45 am 

05 Jul, Thu Basic Clinical Procedural Simulation 8.15 am 

06 Jul, Fri Computer Based Simulation 7.45 am 

09 Jul, Mon Paediatrics & Airway Simulation 8.15 am 

10 Jul, Tue Team STEPPS 7.45 am  

11 Jul, Wed Advanced Clinical Procedural Simulation 8.15 am 

12 Jul, Thu Crisis Simulation 7.45 am 

13 Jul, Fri Professionalism in Action 7.45 am  



〈BCL&AED〉 

日本の OSCEの BLS&AEDの実習内容と大まかな点は同じであった。ただ、マネキンにおい

て胸骨圧迫の深さとリズム、人工呼吸において肺が膨らむ程度を計測することが出来る装

置が用いられており、その計測に基づき合否が決定する。その他、乳児の窒息、成人の窒息

の対処法など学んだ。 

〈ACLS〉 

心室細動、心室頻脈、無脈性電気活動、心静止について除細動、薬の処方など気道確保な

どを含めて対処法を講義と実践の両方で学んだ。 

〈Basic Clinical Procedural Simulation〉 

基本テクニックである気管切開、ガウンテクニック、尿道カテーテル、ドレーンの種類、

輸血のオーダー、ステープラー、血液培養、動脈血ガス、モルヒネの希釈などを各々のステ

ーションをまわって実践した。 

〈Computer Based Simulation〉 

AM8:00~PM4:30で自主学習を行い、PM4:30~7:30で解説があった。コンピューターを使用

したシミュレーションであり、実際に問診、検査、薬の処方などを適切なタイミングで行い、

それに応じて％で結果がでる。NUSで始まったのは今年が初めてであるらしく、80％超で合

格になるため、それを下回るとやり直しになるようである。実際に患者は最初は問診に答え

てくれるが、容体が悪化すると答えなかったり、不必要な薬を処方すると心不全に転化した

りと、非常に時間を意識させられる実践的なプログラムであった。 

〈Paediatrics & Airway Simulation〉 

午前中に講義があり、午後は気管操作のシュミレーションであった。髭、肥満、喘息の疾

患あり、などと気管挿管が困難な症例に対してどうアプローチするのか学ぶことが出来た。 

〈Team STEPPS〉 

午前中は安全管理についての講義があり、午後はシュミレーションプログラムであった。

木曜に試験があるらしく、その練習を含めた実践であった。 

〈Advanced Clinical Procedural Simulation〉 

腰椎穿刺、中心静脈穿刺、胸腔穿刺、縫合、VR解剖を行った。 

VR解剖は日本で経験したことがない体験であり、３Dで人体を見ることができ、その人体

を 360°、どの角度からも観察でき、本当に感動した。解説や動きが加わるため、むしろ実

際の解剖よりも分かりやすいと感じた。 

〈Crisis Simulation〉 

上のスケジュールに従い、シミュレーションセンターにて試験が行われた。１チーム８人

であり、疾患名のわからない患者(マネキン)に対して、どう必要な検査、手技を行い、実際

に処方する薬の量などを伝え ROSKできたら終了という試験内容であった。 

〈Professionalism in Action〉 

医師としてのプロフェッショナリズムについて学ぶことができた。 

 



NUS SIMMURASION PROGRAM

Basic Life Support (BCLS) & AED 一次救命処置 & AED

Advanced Cardiac Life Support Course(ACLS) 二次心肺蘇生法

Basic & Advanced Clinical Procedural Sim 基本・応用的臨床手技シミュレーション

Surgical Consent Taking 外科手技の同意書の獲得

Blood Transfusion Request and Spiking Blood

Bags
輸血オーダーと血症凍結バッグ

OT etiquette(operating theatre etiquette) 清潔操作

Scrubbing 手洗い

Gowning ガウンテクニック

Degowning ガウンテクニック(脱ぐ)

NG(Nasogastric)tube insertion 経鼻チューブ挿入

Cricothyroidotomy 気管切開

Stapling, Removal of Staples ステープラー

Care of Surgecal Drains 外科ドレーンの管理

IV(intravenous) Cannulation 静脈カテーテル挿入

Venipuncture 静脈穿刺(採血法)

Drawing Blood Culture 血液培養

ABG(arterial blood gas) Sampling 動脈血ガス採血

Infusion Administration 輸液投与

Morphine Dilution モルヒネの希釈

Urinary Catheterization 尿道カテーテル留置

Suprapubic Catheterization 恥骨上カテーテル

Ultrasound Imaging 超音波検査

Haptics Skill 指先に装着する端末

Lumber Puncture 腰椎穿刺

Central Venous Line Insertion 中心静脈確保

Removal 抜去

Needle Decompression 胸腔穿刺

Chest Tube Insertion-Removal 胸管抜去

Suturing, Knot-tying 縫合(糸結び)

Removal of Surtures 抜糸

Airway Management 気道管理

Pediatric Simulation 小児シミュレーション

Computer-based Simulation コンピューターシミュレーション

TeamSTEEPS Patient Safety Simulation  チームステップ

Acute Clinical Crisis Simulation 救急のシミュレーション

Professionalism-in-Action プロフェッショナルな姿勢

〈実際に行ったプログラムのまとめ〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. シンガポールの生活について 

〈シンガポール人〉 

とても親切で人懐っこい。また様々なシンガポールの食べ物を勧めてくるイメージ。 

親日国であるというのは噂には聞いていたが、本当にその通りで 90%程度の学生は日本に

観光や留学にて訪れたことがあるそう。ちなみに NUS の中で留学先に日本を選択した人は

京都大学、名古屋大学、順天堂大学、鹿児島大学などを訪れており、日本を選んだ理由は「日

本が好きだから」か「日本の実習は NUSの実習よりも楽だから」だそうである。NUSで日本

を選択する学生は珍しく、ヨーロッパが一番人気であり、その他中国、台湾、韓国など様々

な留学提携校があるようである。日本に来る学生が少ない背景には、英語・中国語は話せる

NUSの学生にとって、日本語しか話すことが出来ない医師・医学生が多数いる日本の大学で

の実習はハードルが高く、魅力がないのかもしれない。または、観光で訪れたことがあるの

で、他の国を選択するのかもしれないと感じた。 

〈寮について〉 

初日に管理人がおらず、1~2時間ほど露頭に迷った。通りすがりの NUS の教授に助けて頂

き、何とかチェックインすることが出来たが、シンガポール人の優しさに触れることができ

たとともに、約束の場所に約束の時間に伺っても誰一人おらず、部屋の鍵も用意されていな

かった事案は、日本では考えられないことなので驚き戸惑った。部屋については、5畳程度

であり、シャワー、トイレ、キッチン、ランドリーなどは共同である。また、一週間に一度

土曜日にシーツなどの交換のため、スタッフが部屋に訪れる。マスターキーを持っており、

もしかしたら住人が部屋に居なくても勝手に入る可能性があるため、土曜の午前中は部屋

で待機しておくか、貴重品は隠しておくのが吉である。寮自体は汚くはないが、きれいでも

なく、よく目を凝らしてみると小さな虫がいたりするため、2週間もあれば慣れることが出

来たが、最初の３日間は身体的・精神的に辛かった。ただ、NUSの寮においてはエレベータ

ーとエアコンの存在が寮のランクを決めるらしく、私が宿泊した施設はかなり上位のレベ

ルであったらしくもっと下位のレベルであれば、どの程度であったのか想像したくない。 

〈シンガポールの料理について〉 

多民族国家であるため、様々な種類の食事が用意されており、University Townや病院の

食堂では、中華、イタリアン、韓国料理、インド料理、インドネシア料理、タイ料理、日本

食、など様々な国の料理を楽しむことができる。街中に出ると、ホーカーズという屋台であ

食べるのが地元民では定番の食事スタイルであるらしくとても安価で美味しい。マリーナ

ベイやベイフロント、オーチャードといった観光客でにぎわう地のレストランはシンガポ

ール人が「expensive」と頻繁に言っていたので、高めの価格設定のようである。 

8. 留学によって得られた成果 

私はこの留学で、コミュニケーションの楽しさとともに難しさを何よりも学んだ。シンガ

ポール人はなぜか親日の方が非常に多く、日本の知識が豊富なため、自分の英語が多少拙く

ても意味を汲み取って会話をすることができるため昼食や休み時間を NUS の学生と会話す

ることによって、2週間を通じて多少は英語によるコミュニケーション能力が上昇したよう



に感じた。 

また医学においては、シンガポールの医学部は 5 年制であり、さらに 3 年生より病院に

て臨床実習が始まるため、同じ最終学年であっても臨床スキルにおいて大きな差が存在し、

シンガポールの医学部と日本の医学部の教育の差を感じた。シンガポールでは初期研修期

間が 1 年であるのに対して、日本では 2 年間なため、最終的に到達するレベルは同じであ

ると希望的観測をすることも可能であるが、現時点で臨床スキルにおいて負けていること

は紛れもない事実であるため、良い刺激になった。 

また、将来医師として世界で活躍することをめざすのであれば、ただ英語を学ぶのではな

く、診療をするための手段として英語を位置づけることで、英語学習がプラスアルファのも

のではなく、仕事をしていく上で必要不可欠な存在となるため、意識を変えることの大切さ

を学んだ。 

9. 留学を通しての感想 

留学を通じて、留学を充実したものにするためには何よりも留学前の準備が必要である

と改めて気づいた。もちろん実際に留学に行き、現地の学生とともに英語を通じて学ぶこと

も重要であり、そこで学んだ知識や経験は記憶に残りやすいとは感じたが、日本語で一度で

も理解していると英語で説明をされたとしても頭にすんなりと入ってくる。だが、NUSでの

実習は非常に臨床に近い実践的な内容であり、日本の授業や実習では学ばない程詳しく、治

療薬のみならず、薬の量や投与方法、タイミングであったり、鑑別診断、また、いかに医療

ミス(医療器具のエラー)などをチェックできるかといった、研修医レベルのことを学ぶこ

とができるため、留学前に日本にて common diseaseや身体部位、検査主義などでの英語疾

患名の暗記と日本語でもう一度しっかりと ACLSや心電図などの勉強をしておくとより充実

した留学ができたと強く思う。その他、NUSの学生は講義中にパソコンやスマホでノートを

とることが主流になっており、将来の研修医になった時にも必ず役立つと思うので、タイピ

ングの練習はしておくべきであると感じた。また、この留学の最大の収穫は、日本の医学部

は決して世界“普通”ではないことに気づけたことであり、自分の頭の中の凝り固まったイ

メージが払拭出来たことであり、この経験を糧に医学をより深く学び、世のため人のため医

師になる医師を目指すことは言うまでもないが、改めて自分が医師として将来何をしたい

のか、すべきであるのか真剣に考えようと思った。 

 

Thankfully enough, I had the opportunity to study at National University of Singapore (NUS) in July, 

2018. It was a two-week NUS Simulation centre EXPERIENTIAL SIMULATION PROGRAMME. 

Basically from Monday to Friday I participated in the lecture and simulation for NUS medical students. 

In total I could enjoy a variety of simulation training. 

 

The most impressive thing was the difference between Japanese and NUS medical education system. 

Medical students in NUS are well trained to make decisions almost as medical doctors. It seeds that 

the NUS medical education curriculum deals not only with disease but also with symptom-based 

clinical reasoning skills. The Japanese medical education system is good at encouraging “Japanese” 



textbook knowledge of diseases and but notoriously deficient at practical clinical knowledge. This stay 

in NUS gave me the chance to see closely how medical students are educated, which provided the 

opportunity to think thoroughly about what makes the difference of the medical education system 

between two countries and how we can improve medical education system in Japan. 

 

My biggest problem I had there was English. Thorough the interaction with the NUS students the 

doctors. I realized that my English is not good enough to be used while communicating with others in 

this program, I should have improved it much more before coming to NUS. I think that this program 

is very hard for Japanese medical students because “Singlish”, the English they speak, is very fast and 

unique accent. Thus, I would like to strongly recommend those who think about taking part in it to 

prepare min advance. I think that improving listening skills is most important, for however well you 

are at speaking, you cannot tell others anything unless you understand what they say. 

 

I found many things that I had to do after coming back to Japan. First, it is necessary for me to practice 

English more to be able to use it like a native speaker. Also, I should keep on studying hard to get as 

much knowledge as those who work in the country spoked English because I will have to compete and 

cooperate with them when I go to there as a doctor. 

 

As described above, I got the program that I cannot get in Japan, and I could estimate my competence 

objectively and learned what I have to do for future.  

 

Finally, I would like to express my appreciation for the help of those who realized this program for 

me. Thank you very much. 

  



派遣先： シンガポール国立大学 

期 間： 2018 年７月２日～2018 年７月 13 日 

氏 名： 末石 結衣 

派遣時の学年： 医学部 6 年 

 

(1) BLS, ACLS 

午前中は講義で BCL,ACLS について学び、午後に基本的な BLS,ACLS の流れを繰り返し

練習した。特に ACLS の場合は、異なるメンバーのグループでの練習や同じグループ内で

もリーダーを変えた練習を症例を変えて行われ、より実践に即した内容であった。 

(2) Basic & Advanced Clinical Procedural Simulation 

腰椎穿刺、胸腔ドレーンの挿入などの手技を学んだ。学生が小グループに分かれ、各セク

ションを一定時間ごとに回っていくスタンプラリー方式の実習だった。それぞれのセクシ

ョンでは導入の小講義と実践のための時間がセットになっていて、講義と実践の間に生徒

が積極的に質問している様子が見られた。 

(3) Computer Based Simulation 

PC のソフトを用いて 24 症例について自分で診断、全身管理、治療を行うシミュレーショ

ンをした。簡単な患者の基本情報を与えられているほかは問診、検査のオーダーなどにより

すべて自分で情報を得る必要がある。午後は教師による解説が行われた。 

(4) Pediatric & Airway Simulation 

様々な気道確保困難症例や小児の症例にチームで対処した。 

(5) Team STEPPS 

様々なアクシデントにチームとしてどう防ぐかというテーマで実習を行った。輸血剤の

取り違えや輸液チューブの接続ミスなど、患者に「異変」がある状態でチームとしてどう対

処するかを学んだ。 

(6) Crisis Simulation 

（体調不良のため欠席） 

(7) Professionalism in Action 

NUS の生徒が模擬患者との面接練習をしているところを見学した。LGBT の患者や DV

を受けている患者など、より慎重な対応が求められる症例を通して医師としてのプロフェ

ッショナリズムを学んだ。 

熱意にあふれた先生、学生と講義や実習を共にできて大変刺激になりました。生徒を指導

する先生の数がとても多く、各チーム同時並行で実習を行うので時間を無駄にせず多くの

練習ができたと感じました。またシンガポールでは日本よりも学んだ知識を実際に臨床の

場で活かす練習を多く行っていると感じました。シミュレーション実習の場では何をして



いいかわからずあたふたするような生徒は一人もおらず、それぞれがそれぞれでできるこ

とを探していました。私も日本で臨床をより意識した勉強をしたいと思いました。 

 

(1) BLS, ACLS 

In the morning, we learned about BCL and ACLSby lectures. In the afternoon, we repetedly practiced 

them all the way. Especially in case of ACLS, it was suitable for practice because we could practice it 

with other groups and it was different theme practice. 

(2) Basic & Advanced Clinical Procedural Simulation 

We learned about the way of thoracentesis, insertion of thoracic drain, and so on. Students were 

devided into small groups and they rotated each section at regular time intervals.  

(3) Computer Based Simulation 

In the morning, we diagnosed and treated 24 cases by using a PC software. We have to get information 

by interview or investigation to solve the problems.In the afternoon, teachers explained tthe points of 

24 cases. 

(4) Pediatric & Airway Simulation 

We dealt with lot of cases which need advanced way of airway securing or cases of pediatrics. 

(5) Team STEPPS 

We have practiced some cases which themes were how to deal with accidents as a team. For example, 

learned how to act when blood transfusion was wrongly done or someone misplaced infusiontube. 

(6) Crisis Simulation 

（absence from sick） 

(7) Professionalism in Action 

 We watched interview exercises with simulated patients by NUS students. We can learn 

proffesionalism as doctors through cases of LGBT patients, patients receiving DV and so on. 

  



派遣先： シンガポール国立大学 

期 間： 2018 年７月２日～2018 年７月 13 日 

氏 名： 川村 飛翔 

派遣時の学年： 医学部 6 年 

 

【実習内容・スケジュール】 

全体を通して、YCU の学生は 2 人 1 組で、NUS の学生 8-10 人の班に組み込まれた。1 週目

は、YCU の学生と組み込まれる班はランダムで決定されたが、2 週目は、1 週目の班での様

子を元に、YCU と NUS の学生の組み合わせは概ね固定された。 

1 週目 

7/2 BLS  (終日：班に分かれてシュミレーション) 

午前に Quality PCR、午後に AED の使い方を学んだ。 

7/3 ACLS (午前：講義→午後：班に分かれてシュミレーション) 

呼吸管理、心停止、除脈、Narrow QRS の頻脈、Wide QRS の頻脈などのように ACLS の内

容が分割され、各セクションで集中的に学んだ。NUS で使われている教科書を配布された。 

7/4 ACLS (終日：班に分かれてシュミレーション) 

ACLS の試験が行われた。各班員が一度はリーダーを務め、合格した場合には資格が付与さ

れた。 

7/5 手技の確認(終日：班に分かれてシュミレーション) 

8 セクション：①胃管挿入、②ドレーン挿入、ホチキスによる閉創、③静脈採血、血液培養、

④動脈穿刺、IO access の確保、インスリン注射、薬物の希釈、⑤エコー、⑥輪状甲状間膜切

開、⑦手術、輸血の同意、⑧術野に入る前の手洗いや手袋・ガウンの装着 

7/6 ソフトを用いた救急シュミレーション(午前-16 時：シミュレーション→16 時―20 時：

解説講義) 

全 24 症例で、初療のシュミレーションを行う。PC の画面上に示された処置の一覧から、各

プレイヤーが必要な処置を選択し、救命を目指す。処置の一覧は、問診の項目、モニターの

種類、検査項目、治療方法、投与薬物から構成される。投与薬物に関しては、投与量、投与

方法の選択も必要になる。処置の選択が不適切だと患者が亡くなることもあり、救命の可否

は非常にシビアである。処置の選択の仕方は最終的に、点数化して評価され、NUS の学生

は全症例で 80%以上取得することが要求された。 

2 週目 

7/9 呼吸管理・小児初療(終日：各班に分かれてシミュレーション) 

呼吸管理は、気管挿管、ラリンジアルマスクなどのセクションに分かれ、小児は、問診、呼

吸管理などのセクションに分かれていた。 

 



7/10 TeamSTEPPS(午前：授業→午後：各班に分かれてシミュレーション→解説授業) 

8 種類のシナリオを体験した。口外を禁じられているため、詳細は省く。 

7/11 手技の確認(終日：各班に分かれてシミュレーション) 

全部で５つのセクションを体験した。(①尿道カテーテル、②VR を用いた解剖学学習、③胸

腔穿刺、ドレナージ、④腰椎穿刺、⑤結紮、縫合) 

7/12 TeamSTEPPS＋ACLS(終日：各班に分かれてシミュレーション→解説授業) 

全 8 種類のシナリオを体験した。口外を禁じられているためシナリオの詳細は省くが、NUS

の学生にとっては試験であり、YCU の学生がリーダーを体験することはなかったが、呼吸

管理や投薬など一部の役割を担うことはあった。 

7/13 問診の技術(午前：講義→午後：各班に分かれてシミュレーション→解説授業) 

全 8 種類のシナリオを体験した。口外を禁じられているためシナリオの詳細は省くが、NUS

の学生一人がボランティアで他の学生の前で、模擬患者を問診し、教師、学生からフィード

バックを受けるという方式だった。YCU の学生がボランティアをやることは求めらなかっ

た。 

【応募動機】 

私は、2 年次より ACLS 研究会、4 年次より外科寺子屋に参加しており、シミュレーション

センターを活用する機会が多かった。今回の留学プログラムの話を伺ったとき、NUS のシ

ミュレーションセンターの設備のレベルと、カリキュラム上、学生に要求される各手技の習

熟度のレベルの高さに感銘を受け、日本で自分がやってきたこととどれほど差があるのか

身をもって体験したいと思い、応募に至った。シンガポールでできることのうちのいくつか

は日本でもできるはずなので、本プログラムへの参加が、自身の行ってきた活動を改善する

よい機会になると確信した。 

【実習の実際】 

当初懸念されていた言語の障壁は、日本語でも把握している内容については、想像以上に大

きくなかった。今回の実習は、大きく分けて、ACLS、TeamSTEPPS、外科手技に分けられる

が、外科手技については、事前の学習もあったため、スムーズに実習を終えることができた。 

しかし、ACLS や TeamSTEEPS はそうではなかった。現地の方と１対１で話すのは問題なく

ても、集団に混じってしまうと、NUS の生徒同士の会話は速くて聞き取れず苦労した。班

で協力しなければならない ACLS や TeamSTEPPS では何が起こっているのか把握する間も

なく、ただ傍観するだけになってしまうこともあった。 

ACLS については初日に英語の教科書を配布されたこともあり、日本とシンガポールでのア

ルゴリズムのわずかな差を困難に感じることはなかった。しかし、TeamSTEPPS に関しては、

そもそも日本でもやったことがない内容であり、シミュレーションを重ねるごとに見よう

見まねで少しずつ動けるようになるしかなかった。その上、TeamSTEPPS には特定のアルゴ

リズムがあるわけではなく、また、問診もしなければならないので、患者の英語が聞き取れ



なければ、そのシミュレーションの間は立ち尽くす他ないという状態に陥った。 

NUS の学生に少しずつ教えてもらいながら、ほとんど最終日になって何とかわかったこと

は、一見複雑に見えた TeamSTEPPS のシミュレーションでも、NUS の学生は咄嗟に、呼吸

管理や投薬などのいくつかある役割から自分の役割を選択し、後はただシンプルにそれを

全うしているだけだということだった。そのため、どのような役割に分かれていて、それぞ

れ何をすることが期待されているのかをある程度把握した後は、それほど苦にはならなか

った。 

【YCU と NUS の違い】 

日本とシンガポールで実際の治療方法や手技の手順については大きく違わないように感じ

たが、教育・学生のレベルについて以下の違いを感じた。 

【教育】 

NUS の学生はシミュレーション教育に低学年のときから慣れさせられているので、道具を

目の前にしたときに組み立て方が分からないなどの事態に陥ることは少なかった。現実に

即した教育を受けているように感じた。日本でもシミュレーション教育は、麻酔科での呼吸

管理や各内科でのエコーのように行われているが、５年生のときに１回のみなので、技術が

定着するレベルには達していないように感じる。NUS の学生は、酸素マスクの種類も完璧

に網羅して適応も完全に覚えていたが、対して今回の YCU の学生は、どんなマスクがある

のかもそもそも知らなかった。 

【ACLS】 

YCU で学生が行っていた ACLS のシミュレーションは、あくまで ACLS のアルゴリズムを

なぞるだけのもので、Secondary Survey の考えが皆無であったのに対して、NUS では、

Secondary Survey まで求められるシナリオが用意されており、学生が自主的に作成したもの

と教員が用意するシナリオのレベルの差を如実に感じた。TeamSTEPPS の試験は、長ければ

30-40 分にわたるシナリオもあり、Primary Survey も満足にできない状況では困難だった。 

【知識】 

シナリオのレベルにとどまらず、NUS と YCU の学生のレベルの差はいたるところに感じら

れた。心電図も胸部 X 線について、NUS のどの学生も、YCU のしっかり勉強している学生

と少なくとも同等以上は読む力があると感じた。 

また、各手技の適応、禁忌、合併症も全員すらすらと口に出すことができた。日本では、た

だ、この疾患にはこういう手技が存在するという覚え方しかせず、合併症や適応について曖

昧な知識のままであることが多いので、自ら反省しなければならないと感じた。根本の学力

でもかなり差があるのを認めざるを得なかった。 

【態度】 

態度(プロフェッショナリズム)に関しては、上の３つほどは、大きな差を認めなかった。模

擬患者に説明する技術は我々よりは断然高かったが、授業態度は横浜市立大学の生徒と殆



ど変わらなかったので大変驚いた。 

また、プロフェッショナリズムの授業で、シンガポールの学生も患者とトラブルになるとい

う話があり、わずかな配慮の不足が患者さんの心を大きく傷つけるというのは、日本に限ら

ず万国共通なのかと思い、改めて重要な問題だと感じた。 

日本では、ナイーブな患者を学生から遠ざける方向に進んでおり、学生がトラブルを起こす

ことは少ないように感じる。しかし、同時にこのままでは、そのような患者にどう接するか

を知らないまま現場になることにもなり、不安を感じている。NUS の模擬患者を授業に取

り入れて、学科内で対処するという姿勢は、日本も見習うべきなのではないかと感じた。 

【成果】 

NUS で行われていることのいくつかは YCU でもすぐに実行可能であると感じた。 

①シナリオの改善： 

ACLS 研究会で使用しているシナリオの欠点は Secondary Survey の視点を欠いていることに

あったので、シナリオにその視点を加えるだけで、実際の診療に大きく近づけると考えられ

た。学生だけで作ることは危険なので、医師の監修を経て行うつもりである。また、NUS の

シナリオでは JATEC や JMECC の範囲も網羅していると思われたので、可能であれば日本

でもオリジナルのシナリオを作りたいと考えている。 

②手技に関するより徹底した学習： 

手技の多くは侵襲的であるが故に、日本では「如何にして上手くやるか」という視点にばか

りとらわれていたが、NUS では、もっと広い視野で、「誰にならその手技をしていいか、誰

にしてはいけないか、どんな合併症がおこりうるか、その手技を失敗した場合、次に何をす

ればいいか」、ということまで学生の時点で理解していることを要求されていた。これらの

ことは、医師になれば当然知っていなければならないことなのだろうが、日本では徹底的に

教えてくれる人は少なかった。個人レベルで勉強をし直すことだけでも、知識不足は大きく

改善できそうだと感じた。 

③コミュニケーションの改善： 

TeamSTEPPS のシミュレーションで最も強調されていたのが、コミュニケーションの工夫だ

った。日本人と同様、シンガポール人もなかなか上級医には疑義を呈しづらいようで、患者

さんの安全の確保のために言わなければならないことを黙ったままにしてしまうことがよ

くあるとのことだった。日本では、友人同士でも起こりうることで、実際、留学中、プライ

ベートな場面で、コミュニケーションの不足が原因で YCU の学生全員が、自ら望んでいな

いイベントに参加させられてしまうという事件があった。相手にはっきりと意思を伝える

ことの重要性を我々は否応なしに今回の留学でし認識することとなった。医療の場面に関

わらず、日常の中にも TeamSTEPPS で学んだことを活かせる機会があふれていることを実

感した。普段から起こりうることを予測しながら行動する慎重さが必要であると大きく感

じた。 



【Time schedule】 

Through the programme, NUS students were divided into 4 to 8 groups, two of which include 2 YCU 

students. In first weeks, pairs of YCU students and which groups we were included in changed from 

day to day, however, in second week, the members of each group were fixed.  

1st week 

7/2 BLS (simulation all day long) 

We learned quality PCR in morning and how to use AED in afternoon. 

7/3 ACLS (lecture in morning, simulation in afternoon) 

Our simulation on ACLS was divided into sections of Ventilation, Cardiac arrest, Bradycardia, Narrow 

complex tachycardia, Wide QRS tachycardia and so on. We got   textbooks used in NUS. 

7/4 ACLS (simulation all day long) 

We got an practical exam on ACLS. Each member of each group were supposed to be a leader. All 

YCU students passed this exam and got certifications. 

7/5 Basic Procedure (simulation all day long) 

We had 8 sections：①NG tube insertion, ②Surgical draines, Stapling, ③Venipuncture, Blood culture, 

④  IO access, ABG sampling, Morphine dilution, ⑤ Haptic skill, Ultrasound imaging, ⑥ 

Cricothyroidotomy, ⑦Surgical consent taking, Blood transfusion request and spiking blood bag, ⑧

OT etiquette, Gowning, Scrubbing 

7/6 Computer Based Simulation (Morning-16 o’clock：Simulation→16 o’clock―20：Review 

Lecture) 

There were 24 scenarios in which players experience primary and secondary survey. Player can select 

procedures in a list to save a patient. The list includes what to ask the patients and how to monitor, 

examine and treat. When players choose medication, in addition to it, then they must choose access 

and dose. If they failed to select correct procedures, they failed to save the patients.  

2nd week 

7/9 Pediatrics and Airway management ( simulation all day long) 

Pediatrics has some sections such as medical interview. Airway management had some sections such 

as intubation and laryngeal mask.  

7/10 TeamSTEPPS (lecture in morning →simulation afternoon, and then review lecture) 

We experienced 8 scenarios.  

7/11 Advanced clinical procedural simulation (simulation all day long) 

Five sections were included. (①Urinary catheterization, ②Anatomical simulation, ③Needle 

decompression, ④Lumber puncture, ⑤Knot-tying, Suturing) 

 



7/12 Crisis simulation (simulation all day long, and then review lecture) 

We experienced 8 scenarios. YCU students didn’t play a leader in those simulations, because those 

were exams for NUS students. However, we played some role like airway management or medication. 

7/13 Professionalism in Action (lecture in morning →simulation afternoon, and then review lecture) 

We experienced 8 scenarios. One NUS student was required to play a role of a doctor in each scenario. 

【The reason why I applied for this programme】： 

 I’ve been engaged in ACLS club for 4 years and Surgical procedure club for 2 years. I was really 

interested in the difference in simulational education between YCU and NUS, so I decided to 

participate in this programme. By participating in it, I was confirmed that I could assess and overhaul 

my activity in YCU.  

【Through the programme】： 

Although I didn’t feel so much language barrier, partly because I had studied some part of simulation 

in advance in Japan.NUS, I felt difficulty catching rapid conversation between NUS students, 

especially when I had to cooperate with members of our team in simulation such as ACLS and 

TeamSTEPPS. I sometimes couldn’t do anything in complex scenarios. As for ACLS, we got 

textbooks used in NUS on the first day in the programme, so we could manage to do it. As for 

TeamSTEPPS, however, we can only imitate NUS students gradually, because we never experienced 

that in Japan. On almost last day, I finally found that NUS students play simple roles such as 

medication, airway management and so on in apparently complex simulations. After I understood what 

type of role there was and what was expected in each role, I didn’t feel difficulty in simulations so 

much.  

【difference between YCU and NUS】： 

Although I felt there was not so much difference in treatment and procedure between Singapore and 

Japan, as for educational system and students’ medical skills, I found some difference.  

①Education： 

NUS students have a lot of occasion to simulate, so they are accustomed to simulational programme. 

I was surprised to see they know how to put almost all of instruments together.  

Our occasion of simulational education is limited to only 5th grade, so we are not used to procedures.  

②ACLS： 

I found our ACLS scenarios in YCU focuses only on Primary Survey, while in  NUS, they have 

scenarios requiring a point of view of Secondary Survey. I feel our scenarios, which just students made, 

can’t cover real situation sufficiently. 

③knowledge： 

NUS students are well accustomed to read ECG and Chest X-ray. They are familiar to a variety of 

aspects of procedures, for example, indication, contraindication, complication and so on, while 



Japanese students memorize only as some procedure is used for treatment for some disease. I admitted 

their knowledge is more practical than ours. 

④Professionalism：However, I didn’ t notice so much difference in professionalism between 

Singaporean and Japanese students. Their attitude in lectures didn’t differ so much from YCU 

students’. Also in Singapore, medical students’ attitude sometimes hurt patients’ feelings. So, NUS 

made a programme of how to care patients’ emotion by preparing simulational scenarios. I felt I wanted 

similar programme also in Japan. 

【Outcome】 

I felt I can apply immediately what was done in NUS to our education.  

①Improvement of our scenario：I found our scenario used in ACLS club didn’t include concept of 

Secondary Survey, so I could improve our scenario by adding the point of view. I suppose it is 

dangerous for only students to make new scenarios, so I feel a need to ask our teachers to supervise 

us. If we could, I want to install new scenarios concerning JATEC or JMECC. 

②Profound understanding of procedure：I think Japanese students weighs too much on how well they 

do procedures, because the most of procedures are invasive. Experience in NUS broadened my horizon 

and gave me another point of view. They know not only existence of some procedure but also 

indication and complication of it and what to do next when they failed the procedure. I admitted we 

were lucking in ideas of how to control invasive procedures and just reading textbook would make our 

condition about this better. 

③ Improvement of communication：How to communicate was the most outweighed on during 

simulation of TeamSTEPPS. It looks the same between Japanese and Singaporean that they feel 

difficulty communicating their real feeling to their boss. I feel Japanese tend to avoid telling real 

feeling to even their friends, so we should change our attitude in everyday life at first so as to improve 

our attitude in a hospital. 
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【はじめに】 

今回、シンガポール国立大学シミュレーションプログラムに応募した理由は、日本と異な

る教育システムに加えて、BLS や ACLS を含んだ救急初療の実践的学習の場であるという

ことです。来年から研修医となる現時点で、多くの common disease に模擬的に対応する実

習に大きな魅力を感じました。やはり、事前に準備をして救急診療科で研修するのと、そう

でないのとには差が生じるのではと考え、本プログラムに応募するにいたりました。 

【実習内容】 

  

シンガポール国立大学 5 年生(5 年制)60 人(１学年 300 人)の受講する救急初療シミュレー

ションプログラムに参加させていただきました。8-10 人程度の班に横浜市大生２名ずつ配

置していただきました。BLS、ACLS から始まり、とても実践的な内容の実習でしたので新

鮮に感じる点が多かったことが印象的でした。一日の最後にある総括では、シミュレーショ

ンした初期対応に加えて、その後の治療方針なども詳しく講義していただきました。２週間

という期間ですが、とても内容の濃く充実したものとなりました。大まかな実習スケジュー

ルは上記の通りです。 

1-3 日目に BLS、ACLS を学びました。主に午前中に講義を行ってから午後に実践すると

いう形でした。3 日目にテストを行ってシンガポールの資格をいただきました。4 日目は、



採決やエコーなどの基本的な手技の練習となっていました。5 日目は、専用の PC ソフトを

用いた救急初療のクイズのような問題でした。当日は約 25 種類の問題に対する解説も行わ

れたため、夜遅くまで実習は続きました。6 日目は気道確保に関しての日でした。7 日目は

チーム医療に関する課題について、班員とともに考察しました。8 日目は手技を学ぶ日でし

たが、前回よりも縫合などの科目が追加されていたため、より実践的でした。9 日目は医療

過誤に対する授業でした。本国と大まかに同様な対策でしたが、とても大事なことですので、

夜 11 時ほどまで講義が行われたことが印象に残っております。最終日はプロフェッショナ

リズムに関しての日でした。多様な背景を持った患者さんに対するプロの姿勢を見て学ぶ

ことができました。模擬患者役には全員リハーサルを行った役者さんに来ていただいてい

た点に驚きました。NUS の救急初療シミュレーションカリキュラムは、数多いケースに関

して実際に自分の体を動かして学ぶというスタイルですので新鮮に感じました。一方で、

NUS の生徒はとても親切で、疑問に思った点はすぐに解説してくれましたので、講義で複

雑な話をしているときも特別苦にすることはありませんでした。 

全日程を通じて、NUS(National University of Singapore)生の高いモチベーションに刺激を受

ける二週間となりました。彼らは座学の勉強にとどまらず、シミュレーションプログラムを

通じて、常にアウトプットする練習を怠っていませんでした。もちろん、NUS の授業の形

式に拠る部分もあるかと思いますが、個人の面でも大学時代の医学に対するアプローチ方

法の違いに大きな驚きと感銘を受けました。 

この経験をどのように活かしていくか。直近の目標としては、本年の実習で今まで以上に

主体的に参加したいと思いました。また、今回学んだことや経験したことを積極的に後輩に

教える場に参加したいと思いました。BLS や ACLS を英語で実践したことは、今まで英語

と医学を別々に学んでいた私にとって応用的な課題でした。海外で医療に携わる際には勿

論のこと、国内で英語を活用する際に自信を持って向き合っていきたいと思います。 

【観光】 

実習開始２日前の土曜日夕方に空港に到着しました。土曜日チェックインをし、日曜日に

身の回りの準備や通学路の確認を行いました。２週目の土曜日は終日観光を行いました。シ

ンガポールは面積が小さいので、2-3 日かければ主要な観光地を回ることが可能です。実習

終了日の金曜日の深夜便に搭乗し帰国しました。 

【治安状況に関して】 

留学期間中は大学敷地内の寮に宿泊していました。市街地から離れた土地であったため、

大学構内をはじめ治安が悪いと感じることはありませんでした。リトルインディアやチャ

イナタウンといった地域に観光した際は、街が整備されていないように感じましたが、特別

危険であるとは思いませんでした。女性でも安心して生活できる治安状況だと考えます。ま

た、街の衛星レベルも厳しい法律の影響か、近隣アジア諸国に比して清潔であると感じまし

た。 

 



【宿舎】 

大学構内の Utown という宿舎が集まった地域があり、その中の CAPT という約 20 階建て

の宿舎に滞在していました。一泊約 4000 円程度で、バストイレキッチンは共用でした。

Utown 内に食堂やレストランがあり営業時間も長いので特別困ることはありませんでした。 

 

The reason why I applied for this programme is this has the different education system from Japan and 

is the practical programme. I was so interested in this programme which we face with many cases 

about common disease. I think this time was best to apply for this programme before residency because 

it’s better to learn this in beforehand. 

 

I was assigned to the simulation programme which NUS(National University of Singapore) medical 

students in 5th grade take part in. Including BLS and ACLS, this was practical and new to me. We 

could take a lecture about the simulation and learned the correct initial treatment. These 2 weeks has 

significant meaning to me because this has changed my idea. 

 

In this programme, I went to the school at 8 a.m. and finished almost at 7 p.m. I learned a lot of cases 

through this clinical clerkship, but everything in NUS is for clinical work. For example, I went through 

BLS, ACLS, computer based simulation, team stepps, crisis simulation and professionalism. Though 

most things was not different from that of Japan, but the way they teach was different. Sometimes I 

was surprised at this difference. They answered when I ask, so I did not make me uncomfortable in 

English. 

 

I felt that the students and teachers were high motivated for medical education and I have to study 

harder and harder in the ward rather than on desk in Japan. Of course, there is difference in educational 

system in Singapore and Japan, we can try to change the way we study in medicine. I’m trying this 

way after this programme. I want to pick up the good part of the both educational system for the junior 

students. 

  



派遣先： シンガポール国立大学 

期 間： 2018 年７月２日～2018 年７月 13 日 

氏 名： 上原 昂一朗 

派遣時の学年： 医学部 6 年 

 

1. はじめに 

今回、シンガポール国立大学（NUS）医学部にて、2 週間シミュレーショントレーニング

プログラムに参加しました。はじめに、本プログラムを作って下さった秋山先生や多くの先

生方、留学の準備から大変お世話になりました医学教育推進課の皆様、留学の予習を手伝っ

て下さったシミュレーションセンターの皆様や友人達、支えて下さった倶進会の皆様に心

より感謝申し上げます。 

2. 応募理由 

私がこのプログラムに応募した理由としては、①最先端のシミュレーションセンターに

て様々な手技を経験したい、②プロフェッショナリズムに特化した講義やシミュレーショ

ンを経験したい、③海外の医学部生がどのように学んでいるのか、日本とどのように異なる

のかを知りたい、④将来、研究での留学を漠然と考えているため、英語力を向上したいとい

うことが挙げられます。 

3. 実習内容 

NUS には 1 学年で 300 名いるので、5 つのクールに分けて、1 クール 60 名で実習を行っ

ていました。シミュレーションではその中で 6~8 グループに分けて、それぞれシミュレー

ションの内容が異なるブースに行き、ローテーションするというシステムをとっており、毎

回少人数でトレーニングをすることができました。内容としては多岐に渡りますが、主に

様々な手技や BCLS、ACLS、院内での急変患者の対応、様々な状況下での患者やその家族

への説明のシミュレーションを行いました。様々な手技の詳細としては主に、①NG チュー

ブ挿入・輪状甲状靭帯切開、②ステイプラーやドレーンの扱い方、③ルート確保・静脈採血、

④血液ガス採取・インスリン投与・モルヒネの希釈、⑤尿道カテーテル挿入、⑥エコー操作、

⑦気管挿管、⑧胸腔穿刺、⑨腰椎穿刺、⑩中心静脈穿刺、⑪縫合となります。それぞれのブ

ースにマネキンがあり、患者やその家族への説明では役者を相手にシミュレーションを行

いました。日にもよりますが、1 日の大まかな流れとしては午前にレクチャー、午後にシミ

ュレーション、夕方からその解説という流れでした。あらゆる手技を効率よく経験できるよ

うに、シミュレーションではスケジュールがかなり細かく設定されていました。また、実習

では必ずフィードバックの時間が設けられており、生徒達は積極的に質問し、意見を言って

いました。 

4. 生活 

NUS の学生寮が空いていなかったので、都心にあるチャイナタウンのホステルに泊まり、

地下鉄で通いました。シンガポールは地下鉄が発達しており、また非常に安価で、大学もホ



ステルもそれぞれの最寄り駅から徒歩 2 分ほどの立地だったので、通学も快適でした。 

授業が早く終わった日の放課後や、週末には NUS の学生達と観光を楽しみました。 

また、シンガポールは物価が高いイメージでしたが、様々な場所にあるホーカーズと呼ば

れるお食事処では非常に安価に食事ができました。 

5. 総括 

2 週間という大変短い期間でしたが、学ぶことは多かったと思います。まずは、胸腔穿刺、

腰椎穿刺、中心静脈穿刺は臨床実習で見学したことしかなかったので、実際にシミュレーシ

ョンできたことは良い経験になりました。また、患者の全身管理や初期対応などの方法は日

本の実習や講義でも学びはしますが、実際にシミュレーションで時間制限の中でやるとな

ると、大変難しく感じました。急変患者への対応のシミュレーションでは、患者やその家族

への説明、上級医への申し送り、ルート確保、血液ガス検査用の採血や、薬剤の投与量・投

与方法の提示まで行う必要があり、かなりリアルに近い状況が作り出されていました。 

また、日本では主に初期研修医の到達目標であるプロフェッショナリズムを、NUS では

学生のうちから詳しく学び、役者に対してのシミュレーションで実践する機会が与えられ

ており、実際にほとんどの生徒があらゆるスキルを用いて病状説明をしていたのが印象的

でした。設定状況は様々で、具体的には、待ち時間が長くて患者が怒鳴り込んできた状況や、

親族の突然の死を伝える状況、娘の中絶に母親が反対している状況、夫から DV を受けてい

る妻に問診をする状況、患者がタイに性転換手術をしに行こうとする状況など、多岐にわた

りました。シンガポールでは日本でいう初期研修医の期間が 1 年間しかありませんが、学生

のうちにここまでリアルに近い状況でシミュレーションできれば、スムーズに働き出すこ

とができるであろうと感じました。 

次に、シンガポールの医学部生がどのように学んでいるかについてですが、医学部は 5 年

制となっており、一般教養がなく 3 年生から 3 年間病棟実習を行います。病棟実習の内容

はそれほど日本と変わらないようですが、違いとしては患者さんのルートをとったり、採血

をしたりすることまで学生がやるということでした。最終学年の 2 月には、各診療科の記述

式の試験と、PC で行う択一試験、OSCE があり、OSCE では役者でもなく、実際の患者に対

して説明や手技を行うとのことでした。2 週間彼らと実習を共にやってみて、ほとんどの人

が積極的に実習に取り組んでいる印象を受けました。質問が出ないときはなく、みな先生の

話を携帯の電子ノートや手帳にメモしていました。 

本プログラムでは、自分の医学的知識や英語力の無さを実感する場面も少なくありませ

んでしたが、海外の医学部生たちとお互いのことを理解して刺激し合うことで、間違いなく

今後の医師としての人生におけるモチベーションになったと考えています。この経験を忘

れることなく、今後に活かしていきたいと考えています。このような貴重な機会を与えてく

ださった、このプログラムにかかわった全ての方々に、再度御礼申し上げます。 

 



1. Introduction 

I took part in the Students’ Experience Program in National University of Singapore 

(NUS) for two weeks. That is the first year of this program. First of all, I’m truly grateful 

to Dr. Akiyama, who made this program possible, and people in the simulation center, 

the school academic affairs division and Gushinkai for supporting me for the program. 

2. Aims 

The main purpose of applying for this program is as follows: performing many procedures 

in the cutting-edge simulation center; learning professionalism; getting to know the 

differences between the medical education in Japan and foreign countries; and 

enhancing my English skills for going abroad as a research fellow in the future. 

3. Process 

I practiced BCLS, ACLS and a lot of procedures in the program. I also simulated various 

scenarios in which we coped with a patient who suddenly got worse in the hospital and 

briefed the patient and his or her family about the disease. Procedures included as 

follows: NG tube insertion & surgical cricothyroidotomy; stapling, removal of staples & 

care of surgical drains; IV cannulation, venipuncture & drawing blood cultures; ABG 

sampling, insulin administration, morphine dilution & IO infusion, dilution of drug; 

urinary / suprapubic catheterization, ultrasound imaging & haptic skills, intubation, 

lumber puncture, central venous line insertion-removal, needle decompression & chest 

tube insertion-removal, suturing, knot-tying & removal of sutures. There were 

mannequins or actors as patients in each station. We had a few lectures before noon, 

simulations in the afternoon and explanations of each simulation by the professor at 

night. The training always went by briefing, huddling, and debriefing. NUS students 

were eager to ask the professor questions and to state their opinions at each station. 

4. Lifestyle 

Since the student dormitory was full of bookings, I stayed at the hostel in Chinatown, 

which is quite near from the city. I went to NUS by MRT, the subway, which is a popular 

and reasonable way to move around in Singapore. It was comfortable for me to go to 

school because both NUS and the hostel was so close to each of its nearest station. NUS 

students showed me around Singapore after-class and in the weekends. I thought foods 

in Singapore were very expensive, but we were able to have foods at a cheap price in 

Hawkers, which is the common food court for the locals. 

5. Conclusion 

I’ve learned a lot of things during the program even though these two weeks were very 

short. It was a good experience for me to simulate lumber puncture, central venous line 



insertion-removal, needle decompression & chest tube insertion-removal because I’ve 

only observed them in the clinical clerkship. In Japan, we learned the whole body 

maintenance and primary care. However, I found it difficult to perform them in the brief 

time in simulations. Training in the simulation center was like a real medical situation. 

We needed to brief the mannequin patients, their family and our supervisory doctor, to 

draw blood from the patient. Also we needed to decide the dosage rate for the medicine 

and how to administer it to the patient. 

NUS students were given opportunities to learn and utilize the skills of professionalism, 

which we acquire during the house officer period in Japan. I was impressed with NUS 

students being able to explain about each situation to the patient and family using many 

skills. I think they can start working as a doctor smoothly because they go through 

simulations similar to real medical situations while they’re medical students. 

There were some differences in educational systems and how medical students learn 

medicine between Japan and Singapore. They went through clinical clerkship for three 

years compared to two years in Japan and house officer period for one year compared to 

two years in Japan. I was impressed that everyone in NUS participated in the 

simulations enthusiastically through two weeks and no one was reluctant to ask the 

professor what they didn’t understand. They also took memos of the professor’s answers 

on their online notebooks or notepads. 

Finally, I want to make the most of what I’ve learned during the program in the future. 

It definitely motivated me to study harder in my life as a doctor to understand and 

stimulate each other with medical students in Singapore. I would like to appreciate all 

of you involved in the program. 

 


