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■背景
ICT を高度に活用した新しいタイプの教材開発とその教材を公開し開かれた学習の場を提供することにより学内
外の自律的な学習者による協調的な学習の推進を図ることは、アクティブ・ラナーの育成にとってきわめて重要で
す。特に、そのような教材開発においては、学生の意見を積極的に取り入れることにより教育効果の高い教材の開
発が可能になると考えられ、教員と学生が協働して教材開発が行える体制の構築が重要となります。

■研究目的
医学教育分野に対象を絞り、教員と学生の協力のもと 3DCG（３次元コンピュータグラフィックス）等を活用
した電子教材の開発と教育実践を通して、教材の開発体制の構築と教材の提供体制の構築を図り、全学規模の教
材開発に先立つ電子教材開発のモデルケースを確立することです。

■方法
医学部科目を対象に教員と学生との協働による
3D 教材の開発を行います。その実践を通して、
3D 教材の開発と教材の開発・提供体制のモデル
の構築を目指します。

■取り組み

平成 24 年度

3D 医学教材開発および活用に関する説明会＆意見交換会を 2 回開催しました。

病院地区の教員と学生向けに、本研究で開発する電子教材のイメージを理解してもらうため、デモ教材を使った
プレゼンテーションを行った後、3D 医学教材について、” お勧め度” と” 取り組み易さ” との 2 元配置分析を行
いました。
6 月 25 日（月）17：30 〜 19：00
参加者：説明会 14 名、意見交換会 10 名
（教職員 10 名、院生 1 名、学部生 3 名）
7 月 18 日（水）17：30 〜 19：00
参加者：説明会 12 名、意見交換会 4 名
（教職員 10 名、院生 1 名、学部生 1 名）

平成 24 年度は、協力教員と学生５名（医学部医学科３名、医学部保健学科１名、システム情報科学府１名）
とともに医学部医学科・生命科学科の１年生を対象とする「骨学」について 3DCG を活用した電子教材の開発を
実施しました。
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Web 版 2D 骨学教材

Android タブレット用 3D 骨学教材

http://contsrv.i.kyushu-u.ac.jp/web/PPP/bones/

http://contsrv.i.kyushu-u.ac.jp/web/webgl/demo/loader̲objmtl̲minna.html

BodyParts3D, Copyright ライフサイエンス統合データベースセンター

WebGL (HTML5) コンテンツ

licensed by CC 表示−継承 2.1 日本

平成 25 年度 3D 医学教材開発および活用に関する説明会＆意見交換会を開催しました。

4 月 4 日（木）17：30 〜 19：00
参加者：12 名（教職員 8 名、院生 1 名、学部生 3 名）

平成 25 年度は、ゲーム性を取り入れた医学教材の開発を実施しました。ゲーム性を取り入れることで、勉強し
ているという意識が薄くなり、ゲームを進めることで自然と学習対象に関する知識が身に付くようになります。
同時に、教材の内容に興味を引かせ、自ら学びたいという意識を高めることができます。楽しみ以外の目的をも
つゲームを一般にシリアスゲームとよび、今回開発した教材は、学習用シリアスゲームの一つです。
開発体制
学生との協働により教材開発を実施しました。４名の医学部学生と１
名の理学部物理学科情報理学コース学生、システム情報科学府学生１名、
また、デザイナとして芸術工学府の学生１名の協力を得ました。

開発状況
定期的に学生との教材開発ミーティングを実施し、対象とする科目、ゲームの種類、実行環境、開発方法等に
つ い て 議 論 を 重 ね ま し た。具 体 的 な 活 動 の 一 覧 は 教 材 開 発 セ ン タ ー・ホ ー ム ペ ー ジ (
http://www.icer.kyushu-u.ac.jp/pandp̲activity ) にあります。議論した結果、細菌学を対象とするシリアスゲー
ムの開発を実施しました。昨今の携帯端末の普及と学習者の利便性を考え、Android タブレット端末を実行環境
としました。細菌に感染した患者の病状からその細菌を予測して、それに適した治療を施すことでポイントが得
られ、ゴールを目指すという内容のロールプレイングタイプのゲームにしました。ゲーム名は、
「サイキンハザード」
です。

ミーティングの様子
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■結果
開発した細菌学ゲームのモニタリングを実施して、学習効果があることを確認しました。特に、モニタ学生か
らは " 細菌学について興味がわいた "、" 細菌学をさらに学びたい " というポジティブな意見が得られ、学習意欲
を高める効果があることが分かりました。
「サイキンハザード」の概要説明

※ Android 用アプリ「サイキンハザード」は、
教材開発センターウェブサイトよりダウンロードできます。
http://www.icer.kyushu-u.ac.jp/pandp̲app̲saikin

学会発表
2014 年 2 月 28 日 -3 月 2 日、スペインのマドリッドで開催
された "10th International Conference on Mobile Learning
2014" にで、プログラムリーダーの杉村涼（システム情報科
学 府 修 士 1 年）氏 が「MOBILE GAME FOR LEARNING
BACTERIOLOGY」を発表しました。

2014 年 7 月 18-19 日、和歌山県立医科大学で開催された「第
46 回日本医学教育学会大会」にて、企画リーダーの河津宗太郎
（医学部医学科 5 年）氏が学生セッションで「学生主導型電子教
材開発：細菌学の知識と学習意欲を獲得するためのシリアスゲー
ムアプリ」をポスター発表しました。
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■Project Outline
This project tried to build a model case of digital learning material development
for the whole university education by building development and provision systems for
3D learning materials of medicine education through practical development of such
learning materials by collaborative works among students and teachers. Concrete
activities achieved for this are 1) building of development systems for 3D learning
materials, 2) building of provision systems and 3) development processes, and 4)
establishing of evaluation methods for educational efficiency of them.
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