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【要旨】 

近年、情報通信技術（以下、ICT）はリハビリテーション（以下、リハ）ロボットや遠隔リハにも組み込まれる

など、リハの領域においても重要な役割を果たしている。ICTがリハの領域にも急速に普及している一方、ICTを

有効活用するために工学的な仕組みに触れた講義を持つリハ養成校は存在していない。この事から、本学院では、

身体の動きを測定するセンサを利用したり、電気回路の作製などを行う演習科目（リハ工学演習）を通して、ICT

の工学的側面の理解を目的とした医療ICT教育を行っている。本論文では、この科目を通して、医療現場で用いら

れる ICT機器の用途や仕組みの理解をどの程度促進できたかを明らかにする。対象は本科目を履修した学生 80名

であり、①疾患に合わせた技術の選定と、②選定した技術の限界の2点の理解度をアンケート調査した。結論とし

て、学生の専門分野と合わせて、ICTの理解を促進できたことが明らかとなった。 
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【はじめに】 

情報通信技術 (Information and Communication Te

chnology (以下、ICT))は医療場面において、医療者が

医療用データなどを相互に共有して、患者に医療サー

ビスを提供する際に重要な役割を果たす。医療 ICTの

利活用は国により推奨されており 1)、その代表として、

電子カルテが広く普及している。さらに、社会実装さ

れた他の取り組み事例として、個人の健康管理を目的

とした技術であるPHR（Personal Health Record）2)や、

遠隔見守りの取り組み事例 3)なども存在しており、近

年の情報機器の進歩に伴い、様々な場面で ICTが導入

されている。 

同様にリハビリテーション（以下、リハ）の分野に

おいても、国内外問わず ICTを利活用してリハを可能

とするシステムが報告されており 4-7)、セラピストが行

うリハの一部を自動化したり、遠隔でも可能とするよ

うな仕組みが提案されている。これらの多くは、身体

の動きの変化などを検知するセンサや電気回路、専用

のプログラムを内蔵するタブレット端末など、工学的

な要素により構成されている。この事から、ICTを組み

込んだ製品を利用する際は、工学的な側面の理解があ

ることで、より有効かつ効率的な使用が可能となると

考えられる。しかし、プログラミングや電気回路の作

製など、ICT を組み込んだ製品を構成する技術の教育

を実施しているリハ養成校に関する報告は渉猟し得な

い。 

以上の背景から、本学院では、医療の専門知識を主

軸とし、リハに関わる工学的な知見を有する学生の育

成を目的とした医療 ICT教育を行っている。具体的に

は、リハの現場で想定し得る課題に対して、センサや

プログラム、電気回路などを用いて課題の解決を試み

る独自の課題解決型カリキュラムを展開している。本

論文では、その一部である 2年生の前期に開講される

「リハビリテーション工学演習」の具体的な取り組み

とその教育効果について報告し、講義内容の理解度調

査を通して、本学院における医療 ICT教育の有効性と

可能性について検討する。 

 

【対象と方法】 

対象は、「リハビリテーション工学演習」を履修した

2年次学生80名とした。本科目の実施に当たり、学生

に対して、身体の動きを測定する加速度センサや距離

センサなどの各種センサを搭載したマイコンである

micro:bit（BBC、イギリス）と、ブレッドボードやジャ

ンパ線、LED やスイッチなどの簡単な電気回路を組む

教材（以下、電子工作キット）の 2点を配布した。ま

ず初めに、これらの教材を用いて、フローチャートや

実機へのプログラミング、センサの使い方や電気回路
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の組み方など、技術的な内容を教えた。その後、どの

ようなセンサでどのような動作を測定すると、日常生

活における介護の必要度合いを評価する Functional 

Independence Measure（以下、FIM）の点数を簡便に予

測できるか？などの医療に関わる課題（表 1）を提示

し、技術的な解決手段を問う演習を行った（図1）。 

これらの取り組みに対して、学生が ICTを構成する

技術の理解ができたか、さらに、医療の専門知識と工

学的な技術を結び付けて課題解決の手段を考案できた

かを明らかにするため、2021年8月3日～2021年8月

18日の期間で、google formによるアンケート調査を

行った（表2）。調査項目は大きく分けて、①疾患に合

わせた技術の選定と②選定した技術の評価の大分類か

ら構成され、それぞれにさらに 2つの質問を設けた。

具体的には、①疾患に合わせた技術の選定には、課題

に対して適切な技術を検討出来たかどうかを確かめる

項目である、「対象疾患を考慮したセンサの選定（質問

1-1）」と「患者の回復度とセンサデータとの対応関係

（質問 1-2）」を設けた。②選定した技術の評価には、

既存の技術や提案した技術に存在する利点や欠点、限

界点を検討出来たかを確かめる項目である、「技術の利

点と欠点（質問2-1）」と「技術の限界（質問2-2）」を

設けた。各質問の回答は0から10の中から、理解度の

大きさに合った数字を選ぶものとし、期間内に回答が

得られたデータについて、中央値と四分位範囲を求め

た。さらに、項目内における理解度の関係性を明らか

にするため、各項目内の回答について、spearmanの順

位相関係数を求めた。 

 

【結果】 

アンケートの有効回答数（有効回答率）は60（75%）

であった。図 2に、各質問における回答のヒストグラ

ム、各項目内における回答の散布図を示す。各質問の

中央値（四分位範囲）は、質問1-1で7（5.8-8.3）、質

問1-2で7（6-8）、質問2-1で8（6-9）、質問2-2で7

（6-8.3）となった。さらに、質問1-1と質問1-2の間

の順位相関係数は0.85、質問2-1と質問2-2の間の順

位相関係数は0.76となり、どちらも強い相関が見られ

た。 

 

【考察】 

 本研究では、ICT の工学的側面の理解を目的とした

医療 ICT教育を行い、その理解度を明らかにするため

の調査を行った。調査の結果、「技術の選定」、「技術の

利点・欠点」ともに概ね理解度が高い傾向を示したこ

とから、自身の専門領域（リハ領域）の中で存在し得

る課題に対して、工学的な問題解決手段を十分に検討

出来たことが推察された。また、それぞれの順位相関

係数から強い相関関係が認められ、センサを利用した

場合には、どのようにデータとして患者の様子が反映

されるかを考察できた事と、利点と欠点に関連させて

限界点も検討できた事が明らかとなった。 

日本のリハ養成校に関する ICT教育の事例は少ない。

講義の中でタブレット端末を利用し、その効果を報告

したリハ養成校も存在する 8,9)が、教育手段の1つとし

ての ICTの導入で終始しており、学生が ICTに関わる

工学的技術自体に触れるようなカリキュラムを持つリ

ハ養成校は存在していない。その一方で、様々なセン

サを搭載したロボットを用いてリハが行われたり、患

者を評価するためのスマホやタブレット端末のアプリ

が開発される 10,11)など、臨床現場における ICTの需要

が高まっている。今回の調査結果から、本学院の取り

組みは、これらのギャップを埋める一助となると考え

られる。 

本研究の限界は、講義をすべて終えた後でアンケー

ト調査を行ったため、講義を行う前と行った後で、ど

のように学生の理解度が変化したかを述べる事ができ

ない点である。今後、医療 ICT教育を受ける前と受け

た後で、同様の理解度のアンケート調査を実施し、結

果を比較・検討することで、その教育効果をより詳細

に示すことができると考える。 

 

【結論】 

本学院では、リハ領域に急速に進展している ICTを

より効率的かつ有効に使用できる事を目指した課題解

決型の ICT教育を展開している。本研究の結果から、

その取り組みは学生の ICTの工学的側面への理解を促

進できたことが推察された。今後の展望として、この

取り組み前後での比較や卒後の調査を実施し、本学院

のICT教育の効果をより詳細に検討する。 

 

本論文内容に関連する著者の利益相反なし 
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表1 「リハビリテーション工学演習」で学生が取り組んだ課題の一例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課題名 内容

片麻痺患者向け立ち上がり動作アシスト
システムのための基礎的検討

適切な重心移動が為されない起立動作の訓練に問題があるという所に
着目．前額面上で麻痺側に重心が傾いてしまう事を，どのようなセンサ
により検知し，どのようなプログラムで提示するかを検討．

機械学習を利用したFIMの点数予測システム
のための基礎的検討

ADL評価の煩雑さの問題に着目．FIMの各項目と相関が得られそうな
単関節運動や，その他複合動作を検討し，どのようなセンサをどこに取
り付けて動作を測定するかを検討．

足関節の関節角度に着目したパーキンソン
病における突進歩行・すくみ足検知システム
開発にむけた基礎的検討

介護者が24時間患者付近に常駐できない問題に着目．患者自身で動
作が制御できない事態になった時，医療者に通知される仕組みを，足
関節の関節角度の変化に着目して検討．

半側空間無視を呈する患者のための危険
回避システムの基礎的検討

半側空間無視を呈する患者の日常生活に存在する危険性に着目．ど
のようなセンサやプログラムによって，無視側に注意を誘導するかを検
討．

認知症患者における徘徊防止のための
センサマットの開発

認知症患者の徘徊による危険性に着目．段ボールやアルミホイルなど
の身近な材料と，micro:bitや電気回路を組み合わせてセンサマットを作
成
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表2 アンケートにおける質問項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1 講義の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2 アンケートの結果 

大分類 質問

（質問1-1）対象疾患と実現するシステムが決まった時，どんなセンサを使って測定したら良いかの発想は
浮かびますか．（「〇〇を測定するなら△△センサを使えば良い」などのセンサ選びができますか）

（質問1-2）どんなデータが出てくれば正常・異常であるかを自分で考えることができますか．

（質問2-1）対象疾患と実現するシステムが決まり，皆さんなりの技術を提案した時，自分が提案したものに
対してメリットやデメリットを考える事ができますか．

（質問2-2）対象疾患と実現するシステムが決まり，皆さんなりの技術を提案した時，自分が提案したものに
対して技術の限界を考えることができますか．

技術の選定

技術の評価


