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【要約】　臨床工学技士養成校において高気圧酸素治療（hyperbaric	oxygen	therapy：HBO）の教育が十分

ではなく，安全管理上の問題が生じていることから日本高気圧環境・潜水医学会（The	Japanese	Society	of	

Hyperbaric	and	Undersea	Medicine：JSHUM），日本臨床工学技士会，日本臨床工学技士教育施設協議会の

共同で教育動画を製作することとなった。この教育動画を評価することを目的にアンケート調査を行った。協議会

加盟76校を対象にアンケート調査を行った（回収率は1回目調査47％，2回目調査62％）。動画は約85％の施設

が講義を中心に活用しており，業務イメージの理解に関する満足度約90％，動画の満足度約90％，学生の反応

に関する満足度約70％，ビデオの必要性100％であった。このことは，教育用動画はHBOの教育ツールとして一

定の評価が得られたことを示唆しており，次世代へのHBO教育に活かすべき重要な教育デバイスであると考えら

れた。今後，教育動画の必要性が増々高まることが予想されるため，JSHUM技術部会の事業として第2種装置，

点検業務などの詳細情報を追加検討し良質な教育動画を提供していく必要がある。

社会医療法人共愛会戸畑共立病院臨床工学科　〒804-0093　福岡県北九州市戸畑区沢見2丁目5番1号
受領日／2022年1月17日　受理日／2022年2月17日

Ⅰ．緒言

臨床工学技士養成校において高気圧酸素治療

（hyperbaric oxygen therapy：HBO）の教育が十分で

はないため，就職した後に安全管理上の問題が生じ

ている。第51回日本高気圧環境・潜水医学会学術総

会（東京：宮本正章大会長）にて「臨床工学技士養成

校におけるHBOの教育について」と題したワークショッ

プが開催された。そのなかで廣瀬らは，関連学会と共

同でHBOの教育用DVDの製作が必要と述べている1）。

そして，これを受けて2017年日本高気圧環境・潜水

医学会技術部会（以下技術部会）において養成校問題

ワーキンググループ（責任者：灘吉進也）が発足し，日
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本高気圧環境・潜水医学会（The Japanese Society 

of Hyperbaric and Undersea Medicine：JSHUM），

日本臨床工学技士会，日本臨床工学技士教育施設協

議会と共同で教育動画を作製することとなった。作製

後は，協議会側の事務局を通じて各養成校に教育動

画DVD 80枚を無料配布，2019年第54回学術総会（東

京：和田孝次郎大会長）においてを250枚無料配布，

2020年5月には動画共有サイト（YouTube）に動画を

投稿した。今回，この取り組みについて評価し，今後，

より良いコンテンツを提供していくことを目的にアンケ

ート調査を行ったので報告する。

Ⅱ．方法

対象は，日本臨床工学技士教育施設協議会加盟76

校として，協議会の事務局を通じて各養成校へメール

にて通知した．アンケートはGoogleが無料提供してい

るオンラインサービスGoogleフォームにて行い，結果

を単純集計した。調査期間は，1回目調査は2020年

2月1日から2月29日，2回目調査は2020年12月1日

〜2021年2月28日とした。設問項目は16項とし，動

画の活用と具体的方法，業務イメージの理解に関する

項目，動画の満足度に関する項目，学生の反応に関す

る項目，ビデオの必要性に関する項目とした（表1）。

Ⅲ．結果

アンケートの回収率について1回目調査では，76校

中36校から回答があり回収率は47％であった。2回目

調査では，76校中47校から回答があり回収率62％で

あった。

1）動画の活用と具体的方法について

動画を活用した養成校は，2019年度22校，2020

年度は40校であった。活用方法について，講義が

2019年度19件，2020年度36件と講義を中心に活用

されていた（図1）。

2）業務イメージの理解に関する項目について

業務内容のイメージについて，2019年度大変満足

5件，満足16件，2020年度大変満足15件，満足21

件であった。治療説明のイメージについて，2019年度

大変満足3件，満足17件，2020年度大変満足11件，

満足24件であった（図2）。作用機序のイメージにつ

いて，2019年度大変満足13件，満足3件，2020年

度大変満足8件，満足23件であった。副作用のイメ

ージについて，2019年度大変満足9件，満足9件，

2020年度大変満足7件，満足25件という結果であっ

た（図3）。安全確認のイメージについて，2019年度

大変満足13件，満足3件，2020年度大変満足13件，

満足20件であった。耳抜きのイメージについて，2019

年度大変満足4件，満足15件，2020年度大変満足

10件，満足25件であった（図4）。治療の流れのイメ

ージについて，2019年度大変満足9件，満足12件，

2020年度大変満足16件，満足18件であった。患者

観察のイメージについて，2019年度大変満足7件，満

足11件，2020年度大変満足11件，満足23件であっ

た（図5）。

表1. 動画視聴後アンケート項目

図1：動画の活用とその方法

図2：業務のイメージをつかむことができたか
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図6：動画の満⾜度

3）動画の満⾜度に関する項目について

音声の満足度について，2019年度大変満足6件，

満足14件，2020年度大変満足15件，満足22件であ

った。動画視聴時間の満足度は，2019年度大変満

足7件，満足13件，2020年度大変満足14件，満足

22件であった（図6）。画質の満足度は，2019年度

大変満足7件，満足12件，2020年度大変満足13件，

満足18件であった。総合的な満足度は，2019年度

大変満足2件，満足18件，2020年度大変満足11件，

満足22件であった（図7）。

4）学生の反応および動画の必要性関する項目について

学生の反応について，2019年度大変満足3件，満

足13件，2020年度大変満足5件，満足25件であっ

た。動画の必要性について，2019年度大変満足10件，

満足12件，2020年度大変満足21件，満足16件とい

う結果であった（図8）。

5）コメント

アンケートには自由記載欄を設けており，そのなか

でHBOの業務経験が無いので教育上とても参考にな

った，第2種装置の内容を作製してもらいたい，HBO

装置の構成要素・構成部品・日常点検・定期点検など

を追加してほしい，業務内容・トラブルシューティング

などチャプターとしてあると学びやすい，もっと詳しい

内容の動画があると有意義な学習につながる，今後

の教育に活かすべき重要な教育デバイスだと感じた等

のコメントの記載があった。

Ⅳ．考察

1）今回の取り組みについて

日本臨床工学技士教育施設協議会加盟76校のうち

アンケートの回収率が1回目調査47％，2回目調査62

％と決して高いとはいえず，今回の取り組みに対して

養成校側への周知に課題を残すものであった。養成

校ではHBOの原理・構造のほか，安全な使用方法や

保守管理方法など基礎的な知識を講義にて習得する。

アンケート結果から，今回の教育動画は講義を中心に

活用され，教員および学生から概ね良い評価を得るこ

とができていたことから，次世代へのHBO教育ツー

ルとして効果的であると考えられた。新型コロナウイ

ルス感染症の影響でオンライン教育が標準化されつつ

ある今こそ積極的に動画配信していくことを期待する。

図4：業務のイメージをつかむことができたか

図3：業務のイメージをつかむことができたか

図5：業務のイメージをつかむことができたか
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これらのことから，HBOの教育動画は，今後の教育

に活かすべき重要な教育デバイスであり，今後内容に

ついて検討するうえで本研究は十分意義のあるものと

考えられた。

2）HBO教育について

令和3年3月25日に厚生労働省より報告された臨

床工学技士学校養成所カリキュラム等改善検討会報

告書2）には，HBOについて2000年代半ばより実施頻

度が全国的に減少したことから，設備を有する施設も

減り，臨床工学技士が各医療施設において業務とし

て一般的に携わる機会も稀となったため，臨床実習の

中で実施する教育内容に含めないこととし，臨床実習

において生体機能代行技術学にHBOは含まれていな

い。その一方で，医療安全管理学の各種医療機器の

操作に伴う危険因子の認識と対処の具体的な教科内

容としてHBO装置を用いた治療中の操作は必須とさ

れている。つまり臨床実習では除外され，学内実習で

は必須とされたことから，今後，養成校におけるHBO

の教育は量と質，ともに減少していく可能性がある。

また，原田らの報告においても，養成校側では校内

基礎教育を座学で2〜3コマ程度であり，HBO経験の

無い教員が担当し，HBO装置保有施設が少なく実習

施設確保が問題であり，学生全員に実習を行うことが

困難であるなど，HBO教育について警鐘を鳴らしてい

る3）。養成校の新しいカリキュラムが，令和5年4月か

ら適用されることから，今回の我々の取り組みである

イメージさせるという趣旨の教育動画の必要性は，今

後増々高まる可能性が示唆された。

3）今後の展望について

動画共有サイトとは，利用者自身が撮影・録画・編

集した動画をサーバにアップロードすることで，他の利

用者がその動画を視聴・評価できるサービスを指す4）。

HBOの教育動画は，2020年5月から動画共有サイト

（YouTube）に投稿しており，JSHUMホームページの

技術部会ページ「HBOビデオ講座」に外部リンクを張

り付けている。視聴回数については，2022年1月11

日時点で1805回，そのうちJSHUMホームページから

の検索が348回と最も多い。このことからもJSHUM

広報員会と連携して，より効果的な取り組みを検討

していく必要がある。動画共有サイト（YouTube）で

あれば，無料で利便性が高くチャプター化なども柔軟

に対応可能となることから，DVDから動画共有サイト

（YouTube）へ転換していくべきと考えている。今後も

技術部会の事業として，第2種装置版の作製や点検

の内容などの詳細内容を検討し，良質な教育動画を

提供していくことが展望とされた。

Ⅴ．結語

① HBOの教育ツールとして一定の評価を得ることがで

きたことから，今後の教育に活かすべき重要な教育

デバイスであると考えられた。

② 養成校の新カリキュラムが令和5年4月から適用さ

れることから，イメージさせるという趣旨の教育動

画の必要性が今後増々高まる。

③ 技術部会の事業として，第2種装置版の作製や点

検の内容など詳細な内容の追加などを検討し，良

質な教育動画を提供していく必要がある。

④ 今後は，日本高気圧環境・潜水医学会広報員会と

連携しながら動画共有サイトへ転換していくことを

展望する。

図7：動画の満⾜度

図8：学生の反応および動画の必要性関する項目
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