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デザインは臨床現場に問題解決をもたらし、医療の質を飛躍
的に向上させるが、医療とデザインの両学術分野を融合した
教育プログラムは限定的である。そこで本研究では、デザイ
ンの学部を持つ限られた総合大学である本学において芸術工
学研究院と医学研究院・病院が連携し、医療現場における課
題解決型教育プログラムを開発・実証している。生み出され
たアイデアの質と、教育効果を明らかにし、教育手法として
体系化することで継続的な医療課題解決システムを構築し、
医療安全、医療従事者の働き方改革、患者 QOL の向上に貢
献する。医療の質の革新的向上

新たな研究・産業創出

低

患者QOL
医療スタッフ
の働き方
診療の効率性

医療とデザインを融合した教育プログラム
医療分野全般における継続的な課題解決基盤
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取り組みの概要

はじめに

方　法

イノベーションの実現において創造性は重要な要因である
[1]。なかでもデザイン（芸術工学）は医療現場に患者満足
度の向上、スタッフの労働時間削減、コスト削減などの革
新的な問題解決をもたらす [2]。2009 年以降、世界中から
医学生や医療従事者、患者を対象としたデザイン教育が報
告されているが、わが国では未だ限定的である [3-4]。また、

本プログラムはプロダクトデザイン、デジタルコンテンツ・
ゲームを専門とする芸術工学研究院の教員 2 名が担当した
同研究院におけるプロジェクト型講義として実施した。参
加者は本講義を受講した芸術工学研究院と医学研究院・病
院の大学院生・研究者 18 名であった。病院見学では医学研
究院・病院からの参加者が芸術工学府の大学院生に現場の
問題点について説明し、KJ 法 [5] を用いた課題発見ワーク
ショップを実施した。アイデア創出ワークショップでは、
芸術工学府からのアイデアを議論し、班ごとにアイデアを
選択し試作物を制作し発表会で報告した。医療におけるデ

ザイン教育に関する調査 [4] やデザイン思考を用いた
STEAM 教育評価に関する研究 [5] より、創造性とコミュニ
ケーションのスキルとマインドに関する項目を設定し 5 段
階のリッカート尺度で評価した。本講義の参加者には講義
の前・後で創造性に関するスキルとマインド・モチベーショ
ンについて主観評価を実施し、2 名の担当教員は講義終了後
に参加者のスキルに関する客観的評価を行った。統計解析
にはウィルコクソン時順位和検定を用い、有意水準は 5%
とした。 

医学とデザインを融合した課題解決型教育プログラ
ムを実施し、1 年間の成果を報告した。18 名の大
学院生・研究者が参加し、口腔外科、一般外科、看
護の分野で 192 の課題と 221 のアイデアを創出し
た。最終的に CG や 3D プリンターを使って 3 つの
制作物やアプリが作成され、新しく効果の高い実現
可能なアイデアとして評価された。さらに授業後は
研究テーマとして継続し、本スキームが新たな研究

シーズを創出する機会となる可能性が見いだせた。
教育効果としては、他者と協力しての作品制作や、
医療とデザインを結びつけたキャリアへのモチベー
ションが向上した。2022 年度では本プログラムは
一外科と神経内科にてまた新たなテーマで実施中で
ある。様々な医療分野との組み合わせによるアイデ
アの創出をするとともに、教育効果を明らかにし、
教育手法として体系化を図りたい。

デザインと医療の両学術分野が連携した教育プログラムは
限られ、その効果は不明である。著者らは 2021 年度より
芸術工学研究院と医学研究院・病院を連携した課題解決型
教育プログラムを開始した。本研究では本プログラムを紹
介し、１年間の結果からその効果を明らかにする。

現地視察・デザインワークショップによるニーズの具体化

多領域のアイデア創出・現地検証

医療現場にある抽象的ニーズ

高

結　果
医療現場の課題が 192 件、アイデアが 221 件生まれ、洗髪
用ポットや小児言語訓練用ゲームなど 3 つのプロトタイプが
作成され、専門家や患者への検証がなされ、2 件は授業後に
研究として進められ、学会発表もなされた [6]。アイデア評価
は効果性 (4.2)、新規性 (4.0) 、実現可能性 (4.2) が革新性

(3.0) より高かった。教育効果について、主観評価は、作業を
他人と共有するというスキル、キャリアに関するマインドが
講義後に有意に向上し、その他多くの項目で有意傾向があっ
た。客観評価はすべての項目で 4.0 以上と高評価だが、２名
の教員の一致度は項目によって差があった。

結　論

小児言語訓練用ゲームの開発と検証の様子 看護用洗髪ポットのプロダクトデザイン

口腔診療用ハンモックのプロトタイプ制作
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