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緒 言 

 

技術革新や機器の進歩に伴い外科手術が高度化、多様化するなか、1990年に胆嚢摘

出術から始まった腹腔鏡手術は 20世紀最大の手術革新の一つとして急速に発展して

きた 1。腹腔鏡手術は手術後疼痛の軽減、入院期間の短縮、早期の社会復帰といった

低侵襲性に加え、創が小さく整容性も優れている利点から世界中に普及し、現在では

胆嚢摘出術、ヘルニア修復術などに代表される良性疾患はもとより、胃・大腸・肝胆

膵の悪性腫瘍手術へと適応が拡大している。しかしながら、二次元視野による奥行き

感の減退、アクセスポートからの丈の長い手術機器の使用、触覚の欠如などの腹腔鏡

手術の特有さから、開腹手術と比較して手術難度が高く、専門的技能の習得に長い時

間を要する 2。近年、我が国で手術技術や知識・経験不足に起因する医療事故が報告

され、腹腔鏡手術の安全性が社会的な問題として取り上げられるようになった。この

ような背景を踏まえた上で、組織的な取り組みが遅れている我が国の腹腔鏡外科教育

分野においても、医療安全水準の向上を目指し、効果的、効率的、魅力的な教育・ト

レーニングを構築していかなければならない。そこで、成人教育学を応用した科学的

アプローチによる教育・トレーニングの構築に向け、その基盤となるテーマを研究課

題とした。 

教育やトレーニングにおいて最適な教育効果を目指すためには、インストラクショ

ナルデザイン（ID: instructional design）に基づいた体系的な教授法の構築を行うのが一

般的である 3,4。これは学習ニーズの分析〜デザイン・開発〜実施〜導入後の評価とそ

の繰り返しのサイクルからなる一連の作業で、体系的な手法を用いて学習効果の最大

化を図るもので、特定の知識またはスキルの教育・トレーニングから、カリキュラム

全般のデザインまで幅広く応用することができる 5。外科教育においても、現状のト

レーニングの課題を探索するニーズの分析、ニーズに基づいたカリキュラムやトレー

ニングの開発、そしてトレーニング・カリキュラムの効果の測定と ID が積極的に活

用されている。 

これまでの外科のトレーニングは1880年代に外科医Halstedが提唱した研修制度の

元となる実践に基づく修練、つまり実際の診療を通した専門知識と技能を習得が主で

あった 6。しかしながら、手術の高度化と安全性への関心が高まる中、これまでの実

地トレーニングに対して倫理的な懸念が生じてきている。このような状況の中でシミ

ュレーションを用いたトレーニングが重要視され、患者へのリスクや学習者のストレ

スが少ない環境下で標準化されたトレーニングが繰り返し行える利点から、北米の医

学部教育、卒後教育の分野で急速に発展してきた 7。外科教育においてもこのシミュ

レーショントレーニングは医学部教育、卒後教育へ体系的に組み込まれ、その優れた

教育効果が報告されている 7-11。腹腔鏡手術領域のシミュレーションの代表的なものと
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しては、米国消化器内視鏡外科学会（SAGES: Society of American Gastrointestinal and 

Endoscopic Surgeons）により開発された Fundamentals of Laparoscopic Surgery (FLS) プロ

グラムがある。FLS は多くの妥当性研究を経て北米を中心に広く普及し、資格試験と

しても運用され、腹腔鏡手術の安全性向上の一翼を担っている 12-19。しかしながら、

我が国にはこのような妥当性に基づいた腹腔鏡手術のシミュレーションは存在せず、

トレーニングタスクの開発と妥当性に関する研究は、シミュレーショントレーニング

の導入とその普及において重要な基盤となる 20。 

腹腔鏡手術の発展は、電気メス、超音波凝固切開装置に代表されるエネルギーデバ

イスの技術革新にも支えられている。これら革新的なエネルギーデバイスの使用によ

り出血量の低減が得られ、今日の腹腔鏡手術に欠かすことのできないものとなってい

る。しかしながら、エネルギーデバイスに関連する患者熱傷や消化管損傷、手術室火

災がといった医療事故が報告され、デバイスの安全使用が新たな課題として認識され

始めている。患者安全性の観点から、これらデバイスの安全使用に関する知識の習得

は必須であるが、近年、医療事故の要因の一つとして北米外科医の知識不足が問題視

されるようになってきた 21。このようは背景から、北米においては体系的な卒後教育

プログラムが開発され、エネルギーデバイスの安全使用を目指した啓蒙活動が積極的

に行なわれている 21-25。我が国においてもPMDA からエネルギーデバイスに起因する

医療事故が都度報告されているが、本邦外科医の理解度は明らかでなく、また専門的

な教育プログフラムも確立していない 26。腹腔鏡手術で毎日のように使用するエネル

ギーデバイスの教育資源が存在しない現状は、医療安全の観点からも重大な問題であ

り、理解度の現状を示すことで教育プログラムの必要性を検討する。 

腹腔鏡手術の教育・トレーニングを考える際、このようなシミュレーションを用い

た技能トレーニングや専門的な知識の教授といった各論的な取り取り組みに加え、研

修カリキュラム全体の構築も重要である。北米では、腹腔鏡手術の専門性の高まりに

呼応するように、5年間の一般外科レジデンシーの後に進む 1-2年間の高度専門研修

（フェローシップ）が 1990年代半ばから Fellowship Council (FC)、Accreditation Council 

for Graduate Medical Education (ACGME)、Association of Program Directors for Colon and 

Rectal Surgery (APDCRS)を中心に組織化され、発展してきた(https://www.acgme.org, 

https://fellowshipcouncil.org, http://www.apdcrs.org)。このように北米を中心に普及

した低侵襲外科（MIS: Minimally Invasive Surgery）分野の高度専門研修ではあるが、こ

れまで研修自体が体系的に評価されることはなく、現状の研修が学習者のニーズを的

確に捉えているか、トレーニングが効果的に行われているかを明らかにすることは、

研修の質向上に欠かす事のできないプロセスである。我が国の現状に注目してみると、

外科専門医に加えて内視鏡技術認定医制度が発足し、安全な腹腔鏡手術の普及に貢献

している可能性はあるものの、標準的なカリキュラムを持つ組織化、体系化された高
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度専門研修は存在しない 27。我が国においても高度専門研修の需要の高まりが予想さ

れる中、卒後教育・トレーニングの先進国である北米の現状分析は、これからの高度

専門研修を検討する上でも重要なデータとなる。 

我が国の外科教育・トレーニングの現状を示すデータは乏しく、また、腹腔鏡外科

の卒後教育・トレーニングの組織化、体系化は進んでいない 28。外科教育の先進国の

現状を把握し、加えて我が国の現状を明らかにする調査は、今後、教育・トレーニン

グの構築を検討する上で重要な足掛かりとなる。さらに、シミュレーショントレーニ

ングの重要性が唱えられている現在、妥当性研究に基づく腹腔鏡手術シミュレーショ

ントレーニングの開発は急務である。そこで、腹腔鏡手術のトレーニング構築の基盤

として 1)北米MIS フェローシップの現状分析、2)腹腔鏡手術にも広く使用されるエ

ネルギーデバイスの安全使用に関する我が国外科医の理解度調査、3)内視鏡外科シミ

ュレーションの新規開発と技能評価ツールとしての妥当性の検証を研究課題とした。 
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略 語 表 

 

本文中ならびに図表の中で使用した略語は、以下のとおりである。 

 

ACGME Accreditation Council for Graduate Medical Education 

APDCRS Association of Program Directors for Colon and Rectal Surgery 

CI Confidence interval 

ED Energy device 

ES Electrosurgery  

FAD Food and Drug Administration 

FC Fellowship Council 

FLS Fundamental of Laparoscopic Surgery 

FUSE Fundamental Use of Surgical Energy 

GYN Gynaecology 

ID Instructional Design 

ID Implantable devices 

IOC Intraoperative cholangiogram 

MIS Minimally Invasive Surgery 

PGY Post-graduate year 

PMDA Pharmaceuticals and Medical Devices Agency 

SAGES Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons 

SD Standard deviation 

SME Subject-matter expert 

VR Virtual reality 
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第 １ 章 

 

Minimally Invasive Surgeryフェローシップのトレーニングニーズ分析： 

Fellowship Council 認定プログラム修了者を対象としたアンケート調査 

 

 

緒 言 

 

北米では 5年間の一般外科研修（レジデンシー）を終え外科専門医を取得した後に、

外科医として診療報酬の請求が行えるようになる。外科専門医取得後も上級医や同僚

とともに手術を行うことが一般的である本邦と異なり、トレーニングを終了した北米

外科医は、単独、もしくは外科レジデント、医師助手（physicians assistant）と手術を

含めた診療に携わらなければならず、外科医の高い独立性と責任性が求められている。

このことから外科研修制度ならびに研修カリキュラムの質への関心が高く、継続的に

議論されているテーマである 29-31。 

近年、レジデントの就労時間制限やそれに伴う経験症例数の減少、直接指導下での

手術の義務化といった患者安全性への意識の高まりにより、研修期間中の症例経験の

減少と自律性の低下が外科研修の質に大きな影響を与えている。一方で、外科領域に

おける専門性（肝胆膵外科、移植外科、外傷外科、胸部外科、腹腔鏡手術を含む低侵

襲外科等）は多様化し、手術に関連するテクノロジーも急速に進歩している。手術テ

クノロジーの進歩として 1990年代初頭に導入された腹腔鏡手術はその低侵襲性から

瞬く間に世界中に普及し、現在は癌手術や肥満手術や応用され、一般外科の中でも需

要の高い術式となった。これらの腹腔鏡手術には高度なスキルが求められるが、レジ

デンシー期間に経験できる腹腔鏡手術の症例は限られる 32。このような背景から、よ

り高度で専門性の高いフェローシップトレーニングが発展し、現在、北米のおよそ 80%

の外科レジデントがフェローシップへ進み、トレーニングを継続している 29,33。これ

は義務教育に例えられる 5年間のレジデンシーを終えた後、自主的に専門的なトレー

ニングを求めて研修を継続していることを現している。 

腹腔鏡手術の習得を目的とした北米の代表的なフェローシップの管理組織として、

肥満外科、大腸手術、胸部外科、肝胆膵外科領域のプログラムを持つ Fellowship Council

（FC, https://fellowshipcouncil.org）がある。FC 認定フェローシップでは、共通の到

達目標の下、カリキュラムは各プログラムに委任されているため、実際に経験できる

手術症例や研究活動等はバラエティに富む。このため、レジデントがキャリアプラン

に見合ったプログラムを選択し、マッチング制度を経て各プログラムへ進みトレーニ

ングを行っている。近年、プログラム責任者の視点から FC 認定フェローシップを評
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価したアンケート調査が報告され、フェローシップ修了時点で十分な手術技能を習得

している現状が示された 34。しかしながら、学習者であるフェローの立場に立ち、プ

ログラムが的確にニーズを捉えているか、トレーニングが効果的に行われているかに

ついて分析してきた調査は限られている 34-36。フェロー自身を対象にしたトレーニン

グニーズの分析ならびにフェローシップ修了時の自己効力感の調査は、現状のトレー

ニングを評価する上で非常に重要であり、今後のフェローシップの質向上のために欠

かせないものである。そこで本研究は、フェローシップ修了時の自己効力感、フェロ

ーシップへの期待とそのギャップを明らかにすることを目的とした。 

 

 

方 法 

 

本研究は逐次的混合研究法を用いた研究である 37。フェローシップのトレーニング

ニーズの探索に主眼を置いたインタビューとフォーカスグループインタビューによる

質的研究法と、抽出した概念に基づき作成したアンケートを用いた量的研究法による

調査を実施した。質的フェーズでは、“独立した外科医になる過程においてフェローシ

ップがどのような役割を担っているか”に着目し、フェローシップ修了時の自己効力

感や満足度に影響を与える要因を探索することでアンケートを構成する概念の抽出を

行った。ここでは過去３年間に FC 認定フェローシップを修了した外科医を対象とし

た半構造化インタビュー、同修了者ならびにプログラム責任者を対象としたフォーカ

スグループインタビューを実施した。すなわち質的探索により抽出した枠組みに基づ

き無記名型オンラインアンケートを作成し、2012年から 2014年の期間に FC 認定プロ

グラムを修了した者全員（498名）に回答を依頼した。本研究は、McGill 大学の倫理

委員会ならびに FC 研究委員会の承認を得て実施した。  

 

１）インタビューとフォーカスグループ 

過去 3年間に FC 認定フェローシップを修了した者を対象に半構造化インタビュー

を実施した。フォーカスグループインタビューは同修了者ならびにプログラム責任者

を対象として各々実施した。FC 事務局を通じて研究概要、インタビューとフォーカス

グループインタビューに要する時間について対象者に email し、参加者を募集した。

インタビューとフォーカスグループインタビューでは、個々の立場からフェローシッ

プでの経験や、修了時の自己効力感や満足度、フェローシップの役割について意見を

収集した。半構造化インタビューの基本質問事項はMcGill 大学の教育研究に携わるエ

キスパート（SME）との議論、さらにMcGill 大学フェローシップ修了者（低侵襲外科

と肥満外科）に対する予備インタビューを経て決定した（資料 1）。半構造化インタ
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ビューは前述の質問から始め、その回答に応じて新たな質問を追加した。インタビュ

ーの実施と分析は同時に実施され、分析から発生した新たな疑問は、後のインタビュ

ーへ質問事項として組み込んだ。インタビューは参加者から新たな意見や視点が出て

こなくなる時点まで続け、データの理論的飽和を持って打ち切った。インタビューは

直接、またはビデオチャットシステム（Skype 又は Facetime）を用いて実施した。 

 インタビューデータの補完手段としてフォーカスグループインタビューによる討論

を実施し、意見の共通性や相違、また個々の意見の相互作用から創出される新たな意

見に注目した。立場の違う参加者がフォーカスグループに存在することで起こり得る

弊害を考慮し、フェローシップ修了者とプログラム責任者による自由討論形式のフォ

ーカスグループインタビューを 2013年米国外科学会会期中に実施した。 

インタビュー、フォーカスグループインタビューへの参加報酬はなく、参加者の書

面による同意を得てインタビュー、フォーカスグループインタビューは録音し、逐語

録化した。 

 

２）オンラインアンケートの作成 

インタビューとフォーカスグループインタビューの質的データから抽出した枠組

みに基づきオンラインアンケートの原案を作成した。McGill 大学教育心理学部の専門

家から意見を取り入れてアンケート原案を修正し、McGill 大学フェローシップ修了者

を対象に予備調査を実施した。予備調査に基づき質問ならびに選択肢を修正し、最終

版のアンケートを作成した。アンケートの概略の説明とリンクを含む電子メールを、

FC 事務局を通じてフェローシップ修了者（2012〜2014年）へ送付した。回答率の向

上を目的にプログラム責任者へ同様の電子メールを送付し、当該修了者へ転送を依頼

した。対象期間内に 2つ以上の FC 認定プログラムを修了した者については、初回の

プログラムについて回答するよう依頼した。アンケートはAmerican Association for 

Public Opinion Research の指針に基づき作成、実施した。 

 

３）データ解析 

インタビューならびにフォーカスグループインタビューの質的言語データの分析

は、継続的比較分析法の一つであるグランデットセオリーアプローチを用いた。満た

されていないトレーニングニーズと自己効力感を評価するため、質的データの分析テ

ーマを“外科医になる過程でのフェローシップの意義”と定めた。逐語録化したデー

タから分析テーマに沿った文章単位を抽出し、一つの概念として作業シートを作成し

た。作成した概念に類似するデータを抽出し、適宜作業シートに追加した。概念毎に

作成した分析作業シートをさらに比較、関連付け、結合、分離することで上位の概念

となるカテゴリーを作成した。さらに、創出した上位のカテゴリーと下位の概念・カ
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テゴリーの分析を水平方向、垂直方向に繰り返し行い、最上位の概念の枠組みとして

テーマを創出した。一連の分析過程で、概念、カテゴリー、テーマを表す名称ならび

にその解釈である定義を定めた。分析過程の信頼性を高める工夫として、質的研究に

精通している外科教育研究者１名、教育研究に携わる修士過程学生 2名、教育学部修

士過程学生 2名で質的データを分析し、概念が収束するまで分析作業を繰り返し行っ

た。それぞれの分析結果の差異を議論し、コンセンサスを得て最終版のテーマとした。 

アンケート結果は記述統計に基づき分析し、回答率はAmerican Association for Public 

Opinion Research guidelines に準拠して算出した（回答者数/2011-2014年の FC フェロ

ーシップ修了者）。 

 

 

結 果 

 

１）インタビューとフォーカスグループ 

14名のフェローシップ修了者に対するインタビュー、2回のフォーカスグループイ

ンタビューを実施した。質的分析結果からフェローシップの主な役割として

professional development, job marketability, autonomy, networking, practice management が導

き出された（表１）。 

 

2)オンラインアンケート 

前述のテーマに基づきリッカート尺度を用いたアンケートの質問を作成した（表 4）。

手術術式に関しては、フェローシップ前の期待とフェローシップ後の自己評価

（self-perceived competence）を問うチェックボックス式の設問とした（表 5）。 

 

３）アンケート結果 

全 498名のアンケート対象者のうち 201名から回答を得た（全体回答率 41%: フェ

ローシップ期間 2013-2014年 50%, 同 2012-2013年 37%, 同 2011-2012年 33%）。回

答者情報ついて表 2に、テーマ別の要約は表 3に詳細を示す（詳細は表 4、5を参照）。 
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表１. フェローシップ修了者を対象にしたインタビューとフォーカスグループイン

タビュー（フェローシップ修了者とプログラム責任者）結果より概念の枠組みとして

創出されたフェローシップに進む理由 

Themes  Supplemental explanation 

Professional Development Gain advanced technical skills, and refine expertise in the 

management of surgical patients in the subspecialty of 

interest. Transitioning into the role of a leader: independent 

surgeon, teacher, and researcher 

Job Marketability Enhance marketability in order to find an ideal job and 

whether fellowships are necessary/important for 

employment as a staff surgeon 

Autonomy Gradual increase in the degree of autonomy, ownership of 

patient care and evolving relationship with attending 

surgeons, opportunity to customize fellowship training 

towards career goals and refinement of career goals (e.g., 

case mix, endoscopy, balance between career goals and 

practice situation) 

Networking and Collaboration Creating a forum for communication with other 

experts/colleagues in the field (e.g., advice for complex 

cases, networking for career development) 

Practice Management Development of skills to manage independent practice (e.g. 

billing, scheduling surgeries, and balance between clinics, 

research, and academic duties, etc.) 
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表 2.  アンケート回答者の情報（結果は n (%)で表記） 

Age (mean) 36  

Gender (male/ female) 164 (82) / 37 (18) 

Country of Fellowship  

US/ Canada 181 (90) / 20 (10) 

Country of Practice*  

US/ Canada 147 (80) / 19 (10) 

Other 19 (10) 

Year in Practice*  

Less than 1 year / 1 - 2 years / 2 - 3 years 86 (50) / 56 (29) / 39 (21) 

Practice Setting†  

University hospital/ Academic medical center 57 (31) 

Public/ community hospital (teaching hospital/ non teaching 

hospital) 

18 (10) / 22 (12) 

Private hospital (teaching hospital/ non-teaching hospital) 33 (18) / 48 (26) 

Veterans hospital 1 (1) 

Other 6 (3) 

* Excluding 28 graduated fellows who didn’t start their practice.  

† Out of 173 (92%) graduated fellows who started practice including some overlapping.  
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表 3．アンケート結果の要約 

Professional Development 

 194名（97%）は手術および手術以外の経験に満足していると回答 

 177名（88%）はプログラム責任者や他の指導者からトレーニング中に十分なフ

ィードバックがあったと回答している一方で、60％は必要時に積極的にフィー

ドバックを求めていた 

 習得を期待した 60術式のうち 51術式(85%)で高い自己評価を得た 

 治療的内視鏡 [23/56 (41%)]、高難度肥満外科手術と肥満修正手術

[laparoscopic BPD-DS: 8/15 (53%), laparoscopic revisional procedures: 

29/94 (31%)]、総胆管砕石術[34/90 (38%)]、食道切除術 [14/32 (44%)]、副腎

摘出術[39/106 (37%)]の比較的稀な腹腔鏡手術については、より多くの症例経

験を望んでいる 

 縫合不全に対するステント留置、吻合部狭窄に対するバルーン拡張術について

はトレーニングが十分でない 

Job Marketability 

 166名（82%）はトレーニング経験に合致した仕事を得ていると回答したが、26

名（13%）はフェローシップ終了後に理想の仕事を得るためさらなるトレーニン

グ（クリニカルもしくはアカデミック）の必要を感じている 

 155名（77%）はプログラム責任者、他の指導医から就職活動の支援を得たと回

答  

Autonomy 

 166 (82%) 名は自身のニーズに合わせてフェローシップをカスタマイズする機

会があったと回答 

 56 (28%)名は半数以上の手術症例について指導医の監督なしに実施したと答え

た一方、60 (30%)名はそのような手術は稀であったと回答 

 回答者の約 15%は、手術ならびに術前の患者マネージメントに関してフェロー

シップ期間中に指導医からの監督が減らなかったと回答 

 62 (31%)名は指導医の監督なしに術後合併症に対処する機会が与えられなかっ

たと回答 

Networking and Collaboration 

 181 (90%) 名はエキスパートとのネットワークを構築する機会があったと回答 

Practice Management 

 診療報酬申請[86 (43%)]、秘書採用[84 (42%)名]、医師賠償保険[69 (34%)]に

ついては教育的ギャップが示された  
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表 4.アンケート結果の詳細 

 Strongly 

Disagree 
Disagree Agree 

Strongly 

Agree 
N/A 

Job Marketability      

 I was able to find a job that was well suited to my personal needs with relative ease 5.3 9.0 38.3 44.1 3.2 

 I received assistance in my job search process from program director(s) or mentors 2.7 10.1 39.4 37.8 10.1 

 I felt that I needed to pursue additional CLINICAL training after I finished my 

fellowship in order to be a competitive candidate for a desirable job 
55.1 32.6 3.2 8.0 1.1 

 I felt that I needed to pursue additional ACADEMIC training after I finished my 

fellowship in order to be a competitive candidate for a desirable job 
48.7 37.4 4.8 4.3 4.8 

Professional Development      

 I got adequate exposure to the OPERATIVE aspects that I wanted to learn how to do. 0.5 4.3 26.1 69.1 0.0 

 I got adequate exposure to the NON-OPERATIVE CLINICAL aspects that are 

required (or that I have encountered) in my practice. 
0.5 2.1 41.5 55.9 0.0 

 I received specific guidance (e.g. skills lab training, reading or video references, 

additional tutoring in the area of weakness, etc.) when I needed to improve on specific 

areas. 

1.1 8.5 50.5 37.2 2.7 

 When I did not receive feedback from my supervisors, I went out of my way to solicit 

feedback from them. 
4.8 2.1 47.9 12.8 12.8 

 My fellowship met my expected needs with respect to conducting research project  1.6 8.0 39.9 43.6 6.9 

 My fellowship met my expected needs with respect to teaching surgical trainees 2.1 4.8 39.4 45.2 8.5 

Autonomy      
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 I had opportunities to customize my fellowship training to suit my personal training 

needs. 
1.1 16.0 42.0 39.9 1.1 

 My supervisor(s) progressively decreased their supervision throughout my fellowship 

during the following situations of patient care: 
     

 Operating in the OR 5.3 10.6 42.0 42.0 0.0 

 Postoperative patient care (before discharge from hospital) 1.6 5.3 37.8 55.3 1.1 

 When complications occurred 6.4 24.5 45.2 22.9 1.1 

 Outpatient care (pre-operative care) 3.2 13.3 51.6 29.8 2.1 

 Outpatient care (post-operative care after discharge from hospital) 3.2 8.5 51.6 34.0 2.7 

 Emergency consultations 3.2 9.6 45.7 38.8 2.7 

Networking and Collaboration      

 I was provided with opportunities to network with experts/colleagues in my field. 1.6 6.9 41.5 48.9 1.1 

Practice management      

 My fellowship met my expected needs with respect to the following areas:      

 Coding and billing procedures 11.7 30.9 24.6 9.0 13.8 

 Developing a network of referring doctors 5.3 23.9 32.4 13.8 24.5 

 Scheduling operations/ Booking my OR day 5.9 13.8 41.5 20.2 18.6 

 Hiring administrative staff 9.0 33.0 21.3 4.8 31.9 

 Recruiting patients 2.1 14.9 45.7 18.1 19.1 

 Pertaining to insurance 6.4 27.7 33.0 9.0 23.9 

 Organizing day / Time management 3.7 8.0 49.5 28.7 10.1 

 Providing information on selecting surgical instruments 1.1 5.3 50.0 38.8 4.8 
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表 5.フェローシップで習得したい術式とフェローシップを終えた時点での習熟度（自己評価）とそのギャップ 

 Expectations before 

fellowship, n 

Comfortable after 

fellowship, n 

Gaps btw expectation & 

comfort level*, n (%) 

Bariatric    

Lap Gastric band 100 78 25 (25) 

Lap Sleeve gastrectomy 125 117 4 (3) 

Lap RYGB 124 106 14 (11) 

Lap BPD-DS 15 10 8 (53) 

Lap revisional procedure 94 71 29 (31) 

Open revisional procedure 66 63 17 (26) 

Gastroscopy in the preoperative evaluation of patients 

undergoing bariatric surgery 
107 92 17 (16) 

Endoscopic theraputic bariatric procedures (e.g., 

intragastric balloon, gastrointestinal barrier sleeve) 
56 39 23 (41) 

MIS    

Lap incisional Hernia Repair 145 138 4 (3) 

TAPP (transabdominal preperitoneal repair) 70 104 13 (19) 

TEP (totally extraperitoneal repair) 129 113 16 (12) 

Lap esophagectomy 32 22 14 (44) 

Lap hiatal hernia repair 150 138 10 (7) 

Lap fundoplication 148 139 11 (7) 

Lap heller myotomy 126 98 32 (25) 
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Lap partial gastrectomy 116 115 15 (13) 

Lap total gastrectomy 67 58 22 (33) 

Lap small bowel resection with anastomosis 128 129 13 (10) 

Lap right hemicolectomy 124 116 16 (13) 

Lap left hemicolectomy (including sigmoidectomy) 120 113 10 (8) 

Lap anterior resection 85 74 15 (18) 

Lap subtotal colectomy 87 84 13 (15) 

Lap cholecystectomy for cholecystitis 131 135 8 (6) 

Lap cholangiography 118 117 13 (11) 

Lap common bile duct exploration 90 63 34 (38) 

Lap liver wedge resection 57 61 12 (21) 

Lap splenectomy 121 108 26 (21) 

Lap adrenalectomy 106 75 39 (37) 

Lap ultrasound 37 36 13 (35) 

For Complications after Surgery    

Reoperations for bleeding 161 145 15 (9) 

Reoperations for anastomotic leaks 160 142 18 (11) 

Reoperations for anastomotic stenosis 134 116 27 (20) 

Reoperations for internal hernia 143 136 13 (9) 

Stents for anastomotic leaks 78 55 28 (36) 

Balloon dilation of anastomotic stenosis 75 64 19 (25) 

Flexible Endoscopy    
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EGD: Diagnostic gastroscopy 142 126 10 (7) 

EGD: Gastroscopy with EMR* 23 18 9 (39) 

EGD: Hemostasis procedures for nonvariceal 42 41 14 (33) 

EGD: Ablative therapies for Barrett's esophagus 33 22 15 (45) 

Colonoscopy: Diagnostic colonoscopy 88 79 9 (10) 

Colonoscopy: Hemostasis procedures 39 33 13 (33) 

Colonoscopy: Polypectomy 68 58 11 (16) 

Surgical Management    

Strangulated abdominal wall hernias 134 134 9 (7) 

Small bowel obstruction- OPEN 122 138 2 (2) 

Small bowel obstruction- MIS 144 139 9 (6) 

Esophageal perforation 39 47 11 (28) 

Incarcerated paraesophageal Hernia 118 120 18 (15) 

Peptic ulcer disease 104 112 16 (15) 

Gastric outlet obstruction 101 107 16 (15) 

Upper gastrointestinal bleeding 87 93 13 (15) 

Lower gastrointestinal Bleeding 82 83 16 (20) 

Bile duct injury 67 65 23 (34) 

Liver abscesses 44 50 11 (25) 

Pancreas drainage (eg. pseuodocyst procedure, 

postoperative pancreatic fistula) 
61 50 23 (38) 

Pancreatic necrosectomy- OPEN 45 44 12 (27) 
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Pancreatic necrosectomy- MIS 28 30 14 (15) 

Diverticulitis 98 108 7 (7) 

Acute mesenteric ischemia 58 78 5 (9) 

Anorectal emergencies 35 43 3 (9) 

Miscellaneous    

Robotic surgery 84 61 28 (33) 

Reduced port surgery (eg. SPA, SPS, LESS) 48 36 18 (38) 

NOTES 15 9 8 (53) 

Open complex upper GI surgery 34 32 9 (26) 

Open complex colorectal surgery 13 8 6 (46) 

Open complex hernia surgery 40 38 9 (23) 

VATS lobectomy 6 5 1 (17) 

* Graduated fellows who expected to learn the listed procedures before fellowship but they DID NOT feel comfortable with these procedures 

after fellowship. 
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考 察 

 

FC 認定プログラム修了者の大半がトレーニングに満足し、本人の希望とスキルに

見合った就職先に就いていることが明らかとなった。FC 認定プログラムではフェロー

の要望が取り入れられ、修了後にさらなるトレーニングを希望する者はわずかであっ

た。フェローは現状のトレーニングに概ね満足していたが、いくつかの高難度手術と

稀な術式、術後合併症に対する手技においてフェローシップ期間中に習得したいとい

う期待の反面、フェローシップ修了後の自己効力感は低かった。術後合併症への対処

においてフェローの裁量は限定的であり、より高い自立性を望んでいることが示され

た。半数のフェローは診療報酬の請求方法、秘書の雇用などの診療を管理、運営する

際に必要となるスキルについては準備不足であると感じていた。 

義務研修があるレジデンシー（我が国の卒後臨床研修と類似）と異なり、フェロー

シップは自主的に進む専門性の高いトレーニングである。義務化されたトレーニング

では組織としてのニーズ、ここでは最低限必要な一般的な外科スキルの習得など、が

優先されることが考えられる。一方で、フェローシップは学習者が明確な目標意識を

持って自主的に行う高度専門研修であることから、本研究では学習者であるフェロー

のニーズを明らかにすることが最適であると考えた。 

本研究で用いた混合研究法は、研究の妥当性・信頼性を高めるものとして評価され、

量的研究と質的研究を互いに補完するものである 38。本研究ではアンケートの作成に

際し、まず質的研究手法であるインタビューを実施し、「フェローシップの役割」とし

て学習者の経験や視点からテーマを創出した。さらにプログラム責任者によるフォー

カスグループインタビューにより指導者の意見を取り入れ、アンケートの基となる枠

組みを作成した。個々の意見に注目した質的研究過程を経たことによりアンケートの

妥当性が向上し、逐次的に行った集団調査よりトレーニングニーズを量的に検証した。 

北米の外科レジデントの 80％は将来のより良い就職先を獲得するため、もしくは

専門性の高いトレーニングを求めてフェローシップに進んでいる 33,39。フェローシッ

プを選択する理由として外科医としての自信不足が挙げられる一方 33,39、より専門性

の高いトレーニングを受けることが目的となっているという報告もある 31。様々な動

機がある中、FC 認定プログラムは現状のフェローのニーズに概ね合致し、修了者の自

己効力感も高いことが明らかとなった。しかしながら、治療的軟性内視鏡手技、高難

度肥満手術・修正肥満手術、比較的稀な術式といった幾つかの術式の自己評価が低く、

フェローシップ期間中に習得できるだろうという期待との間に隔たりがあることが明

らかとなった。この点については、今後、改善の余地がある。  

実際に北米ではフェローシップを修了した後に、自分の希望に見合った就職先へ進

む。希望する就職先に進もうとする際、どのようなプログラムで何を専門にトレーニ
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ングを行ってきたかは重要な評価基準となる。FC 認定多くのフェローが希望に合致し

た就職先に就いていることから、FC 認定プログラムでの研修が希望する就職先の獲得

において有利に働いている可能性が示唆された。大多数のフェローが就職活動への援

助をプログラム責任者や指導医から得ていたことが判明したが、これが就職活動にど

のような影響を及ぼしているかについては本研究では明らかになっていない。さらな

る就職活動の支援のため、就職に関わる実態についての包括的な調査が今後の課題で

ある。 

FC 認定プログラムはフェローの要望を反映し、フェローの成長に応じたトレーニ

ングを提供していることが明らかとなった。このように学習者中心の自由度が高いト

レーニングは学習意欲を支え、能動的な知識とスキルの習得を促すことが知られてい

る 37, 38。一方で、フェローが満足できていない点もいくつか存在する。手術によって

合併症が生じた場合の対処であり、フェローは診療方針の決定過程においてより高い

自立性を望んでいる。この要因の一つとして、術後合併症に対して指導医自ら対処に

乗り出していることが考えられる。術後合併症に対して十分な経験がないままトレー

ニングを終えてしまうことは医療安全上、重大な問題である。その他、フェローは保

険診療請求、患者リクルート、秘書雇用などの診療運営に関わるスキルについて準備

不足を自覚している。これらについての体系的な取り組みは確立されておらず、何か

しらの教育プログラムによる学習機会の提供が必要である。 

フェローシップの現状評価のため、学習者に着眼した混合研究法による包括的な調

査を実施したが、結果の解釈する際にはいくつかの注意が必要である。まず、調査対

象を FC 認定プログラムに限定したため、米国の医師卒後臨床研修プログラムの評価・

認証を行う非営利団体Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME)が

認定する胸部心臓外科、血管外科、大腸外科、小児外科、腫瘍外科領域のプログラム

との比較が難しい点である。高度専門研修であるフェローシップ全体を評価するため、

診療科、管理団体を超えた横断的調査は重要なものとなるであろう。次に、アンケー

ト調査の回答率についてである。回答率として推奨される明確な定義はないが、一般

的には 60％以上の回答率が支持されることが多い 40,41。本研究では FC 事務局と各プ

ログラムを通じてアンケートへの回答依頼を送ったが、どれだけの数の外科医（フェ

ローシップ修了者）がメールを受け取ったのかは不明で、正確な回答率の算出は困難

であった。アンケート回答率は 41％に留まり、ある程度のバイアスを含んでいる。し

かしながら、アンケート結果に関しては対象者の年度による隔たりがほとんどないこ

とから、母集団の状況を概ね反映しているものと考える 42. 最後に、アンケートへの

回答は自己申告となるため、記憶の不確かさや、ネガティブな意見を回答しないとい

った傾向による誤差を加味した結果の解釈が必要である。 
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本研究により、FC 認定フェローシップ修了者が高い自己効力感と満足感を持つこ

とが明らかとなった。FC 認定フェローシップは学習者のニーズを概ね満たしていたが、

高難度手術や稀な術式、術後合併症に対する手技、診療運営に関する知識やスキルに

関しては、カリキュラム改善や支援体制確立等の対策が必要である。 

組織化、体系化が進む卒後外科教育の先進国である北米のトレーニングの現状分析

は、構造化が遅れている我が国の高度専門研修を考える上で重要な足掛かりとなる。

外科専門医取得後の高度専門研修への関心が高まる中、手術の進歩、患者安全性への

懸念、労働環境など、時代により多様化、複雑化するトレーニングニーズを継続的か

つ的確に捉えた、合理的な教育・トレーニングの必要性を強調してかなければならな

い。 

ここまで高度専門研修制度に注目してきたが、実際の腹腔鏡外科には特有の知識、

技能の習得が必須である。我が国には個々の課題に応じた標準的な教育プログラムは

存在せず、腹腔鏡手術の教育は構造化されていない。近年、腹腔鏡手術に用いられる

エネルギーデバイスの不適切な使用による医療事故が報告される中、北米では外科医

の知識不足が露呈し、専門的な教育プログラムが開発された。そこで、エネルギーデ

バイスの安全使用に関する知識を例に、我が国外科医の理解度の現状に着目し、教育

プログラムの必要性について検討していく。 
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資料 1. 半構造化インタビューガイドに用いたテンプレート 

同テンプレートに準じてインタビューを実施した。 

 

Before the interview, confirmation of participant’s background and future plans. 

1. Residency 

2. Fellowship 

3. Current setting of further setting in future 

e.g., What is your plan after masters? 

 

5 main semi-structured questions 

1. Could you tell me why did you chose to do a fellowship?  

- Did you meet the expectations you had coming to fellowship? *Probe question… 

 

2. How did residency prepare you for fellowship? 

What deficiencies you think you had after completion of the residency? 

 

3. At the end of the fellowship, what was missing in your fellowship? 

- How will you fill these gaps? 

- Was your training sufficient or would you require additional training? *Probe: 

Why so? 

-  

4. What challenges you think you might have in practice?  

Research, teaching, administrations, financial, collaborate with the other specialists, etc 

- Would additional training resources not only for surgery but also for research, 

teaching, financial issues, administrative, scheduling etc.. help you for practice? 

 

5. Is there anything else you would like to say in terms of recent surgical training? 
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第 ２ 章 

 

手術用エネルギーデバイスの安全使用に関する知識の理解度調査： 

我が国における多施設横断研究 

 

 

緒 言 

 

現在、腹腔鏡手術では電気エネルギーデバイスが広く用いられている。手術治療に

おけるエネルギーデバイスの恩恵は計り知れないものがあるが、同時にさまざまな医

療事故の原因として懸念されている 43-46。2012年にはエネルギーデバイス関連の患者

熱傷や手術室火災が米国の医療事故のトップ 10にランクインした。米国では手術室火

災は年間約 600件発生しているとされ、致死的重症例も年間数例であるが報告されて

いる。我が国においても PMDA から電気エネルギーデバイスに関連した医療事故、具

体的には気管切開時の引火、アルコール含有消毒剤への引火、手術中の予期せぬ熱傷

の発生等が報告され、「医療安全情報」で注意喚起がなされていることから、発生頻度

こそ不明なものの医療事故が少なからず起きていると推測される。このような現状か

ら米国ではエネルギーデバイスの安全使用への感心が高まり、米国 FAD は『手術関連

火災の予防』についての周知徹底に踏み出した。 

腹腔鏡手術分野においては電気エネルギーデバイスに関連した医療事故が 1000例

中1-2例発生していると推測され、晩期消化管穿孔による死亡例も報告されている46。

このことは年間 200万例の腹腔鏡手術が行なわれている米国において重大な問題とし

て認識され、腹腔鏡手術の継続的増加をみせる我が国においても深刻な医療安全問題

となる可能性がある。腹腔鏡手術では超音波凝固切開装置など多くのエネルギーデバ

イスを使用することが多いが、医療事故を未然に防ぎ、その恩恵を最大限に得るため

には十分な基礎知識が必要となる。エネルギーデバイスの基本原理、セットアップ方

法、他のエネルギーデバイスとの相互干渉、使用における注意事項、そして医療事故

の発生メカニズムと予防策などがこれにあたり、適切に理解することが求められる。

しかしながら、現在、外科医を対象にしたエネルギーデバイスについての標準的な教

育カリキュラムは確立しておらず、標準的な外科関連の教科書においてもエネルギー

デバイスについての情報は限られ、その学習機会も非常に限られている。事実、エネ

ルギーデバイスに関する学習機会を調査する北米のアンケート調査では、メーカーか

らの情報提供が主な情報源であることが判明した 25。北米の外科医やレジデントを対

象とした別の調査では、エネルギーデバイスに関する知識不足が浮き彫りとなった
22,25,47。このようなエネルギーデバイスの安全使用に関連する問題に取り組むため、
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SAGES は第 3の“Fundamentals”シリーズとして無料のオンライン学習プログラムと資

格試験からなる Fundamental Use of Surgical Energy（FUSE, http://www.fuseprogram.org）

を開発し 23,24、エネルギーデバイスの安全使用に必須である基本知識の啓蒙に取組ん

でいる。先行研究により電気エネルギーデバイスの安全使用に関する外科医の知識不

足が露呈したが、これらは FUSE に基づく短時間の教育コースにより効果的に学習で

きることが示された 21,22。このように北米においては電気エネルギーデバイスの安全

使用に対しての体系的な取り組みが開始され、その効果が報告されてきている。しか

しながら、これまでの研究は北米を中心とした限られた対象のもので、我が国におけ

る外科医の理解度の実態は不明である。この問題をよりグローバルに考査する意味に

おいても、我が国の現状を調査することは重要である。本研究はエネルギーデバイス

の安全使用に関する知識の国内調査を目的とした。 

 

 

方 法 

 

本研究のデザインは、多施設共同教育研究である。国内15施設（大学病院を含む教

育施設10施設と地域病院5施設）の外科医、研修医にオンラインテストへの参加を依頼

した。試験時間は20分間、試験期間は３週間とし、テスト実施時には各施設で試験官

を置いた。各施設においての参加者募集手段として、当該施設での通知やpersonal 

communication、emailを適宜利用した。参加施設においてテストの実施に対する倫理

委員会の基準は確立していなかったが、参加者から書面同意を得てテストを実施した。  

1) 参加施設 

国内の大学病院を含む教育施設（10施設）と地域病院（5施設） 

 

2) テスト問題 

サーベイシステム(http://www.fluidsurveys.com)を用いてテストを実施した。体系

的に定められたFUSEの学習目標から2名のエキスパートによって普遍的な学習

項目を抜粋し、それらの学習項目に基づいて多肢選択問題（35問）を作成した。

FUSE の学習目標は、外科医、麻酔科医、手術室看護師、電気工学に詳しいエン

ジニア、成人教育学者といった専門家（subject-matter expert: SME）がチームとな

り患者安全性に関わる事項を意識し体系的に作成され、SME を対象とした無記

名アンケートにより学習目標が重み付けられた。この重み付きに応じて分野毎の

問題数を決定し、先行研究においてテストの妥当性として問題の内部一貫性

（0.82）を示した 22,47。先行研究で用いられた英語版テスト問題を FUSE の資格
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を持つ外科医、FUSE の内容とエネルギーデバイスの専門用語に詳しい外科医 1

名とエネルギーデバイスの管理を日常業務としている臨床工学士１名で日本語

に翻訳した。各々の日本語訳の差異を協議、検討した上で、外部の翻訳専門家の

校正作業を経て最終版のテストを完成させた。 

 

表 6. テストの分野と設問数（計 35問）  

エネルギーデバイスの基礎 11問 

有害事象の発生メカニズムと対策 14問 

モノポーラとバイポーラ  

モノポーラ 3問 

バイポーラ 2問 

小児の注意事項と体内埋込型デバイスとの電磁干渉 

小児の注意事項 2問 

体内埋込型デバイスとの電磁干渉 3問 

 

3) データ分析 

総合正答率（35問中の正答数の割合）と分野別正答率を算出し、正答率の平均

値±標準偏差を用いて解析した。外科専門医の取得時期を加味し、卒後 1-5年群

と卒後 6年以上群の得点をスチューデント t 検定で比較した。問題毎の正答者割合

の群間差はカイ二乗検定で比較した。卒後 6年目以上群をさらに卒後 6−15年群と

卒後 16年以上群のサブグループに分け、総合正答率と分野別正答率をテューキー

の多重比較検定を用いて比較した。すべての統計解析は JMP version 11 (SAS 

Institute Inc、ケーリー、ノースカロライナ、米国)を使用し、p<0.05を有意基準と

した。 

 

 

結 果 

 

1) 参加者情報（表 7） 

国内15施設の計145名の外科医、研修医から解答を得た（平均年齢は35歳、91％

が男性）。回答者のうち74名(51%)はエネルギーデバイスのセットアップ経験がな

かった。全体のうち105名(72%)はエネルギーデバイスについての講義やトレーニ

ングを受けた経験がなく、経験のある40名(28%)の内訳では企業によるセミナー

が33名(89%)と大半を占めた。 
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2) テスト結果 

解答者全体の総合正答率は 58±12（最低得点-最高得点: 23-83）%で、卒後 6

年以上群の正答率が卒後 5年以下群より有意に高い結果となった (表 8)。施設間

での総合正答率、分野別正答率に差は認めなかった。また、卒後 6−15年群と卒

後 16年以上群の総合正答率、分野別正答率に差は認めなかった。卒後 6年以上

群の正答率が卒後5年以下群より有意に高かった設問は①小児において有害事象

のリスクの最小化するための注意事項 (83% vs.58%、p<0.01)、②埋込型デバイ

スとの電磁干渉を最小化する方略(89% vs.75%、p=0.04)、③高周波エネルギーが

細胞・組織にもたらす変化(42% vs.23%、p=0.02)、④高周波エネルギーの波形と

電流密度を調整し組織効果を最適化する方略(85% vs.65%、p<0.01)、⑤対極板の

位置と起こりえる有害事象(76% vs.56、p=0.01)、⑥メタル・メタル・アーキン

グに関連した障害(67% vs.44 %、p<0.01)、⑦容量結合による障害(67% vs.49%、

p=0.03)についてであった。全体として理解度不足が判明した項目ならびに医療

事故に関連する重要な項目について表 9に抜粋した。 

表 7.参加者背景 

 PGY 1-5 group 

(n=57) 

PGY ≥ 6 group 

(n=88) 

Age (years) 28 [27-30] 37 [34-44] 

Male/Female 48 (84) / 9 (16) 84 (95) / 4 (5) 

Year after medical school 3 [2-4] 12 [9-18] 

Self-reported experience   

 Total cases requiring the use of ED    

  0/ 1-50/ ≥51 (cases) 4 (7) / 22 (39) / 31 (54) 0 (0) /0 (0) /88 (100) 

 Total cases requiring ED setup   

  0/ 1-50/ ≥51 (cases) 36 (63) / 19 (33) / 2 (4) 38 (43) / 36 (41) / 14 (16) 

Self-reported prior training in surgical energy devices 

 Informal teaching by a surgeon or 

colleague  

4 (7) 6 (7) 

 Formal academic curriculum 0 (0) 0 (0) 

 CME course or lecture (nonindustry) 0 (0) 2 (2) 

 Industry-sponsored course or lecture 8 (14) 25 (28) 

Results are presented as n (%) or median [interquartile range] 

ED: energy device, PGY: post-graduate year  
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表 8. 卒後 5 年以下群と卒後 6 年以上の正答率の比較 

 PGY 1-5 group 

(n=57) 

PGY ≥ 6 group 

 (n=88) 
p value 

Total Score (% correct of 35 items) 53 ± 12 60 ± 11 <0.01* 

Subsection Score    

Principles of Electrosurgery (ES) 50 ± 16 54 ± 17 0.18 

ES-related Adverse Events 54 ± 16 63 ± 16 <0.01* 

Monopolar and Bipolar Devices  61 ± 20 63 ± 23 0.61 

Pediatric Considerations and Interference 

with ID 

51 ± 24 63 ± 19 <0.01* 

Results include total score (% correct of 35 items) and scores for each subsection of the test (% 

correct of total items for each section). Data expressed as mean ± SD 

* Significant difference between the groups 

  

  

表 9．理解度不足が判明した項目、ならびに医療事故対策上重要な項目の抜粋とその

正答率（%） 

 ペースメーカー患者への適切な ED使用に関する知識が不十分（92%） 

 電気メスは熱エネルギーにより組織を焼灼していると解答（実際には高周波エネル

ギーが細胞内変化をもたらす）(45%) 

 鉗子を用いた血管シーリングの際のモード選択についての理解が不十分（凝固でな

く切開モードが推奨されている）（23%） 

 手術室火災の対処手順についての理解が不十分（19%） 

 小児の対極板の選択について知識が不十分（16％） 

 鉗子絶縁不良点検についての理解が不十分（目視点検での検出は困難で絶縁不良検

知器の使用が推奨されている）（16％） 

 気管切開時に気管壁を電気メスで切開すると回答（電気メスの使用は禁忌）（7%） 
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考 察 

 

本多施設共同研究により我が国の外科医ならびに外科修練医、初期臨床研修医のエ

ネルギーデバイスの安全使用に関する基本知識の不足が明らかとなった。エネルギー

デバイスの基礎、有害事象の発生メカニズムと対策、モノポーラとバイポーラ、小児

で注意する事項と埋込型デバイスとの電磁干渉のいずれの分野においても、経験年数

に関わらず知識が不十分であることが判明した。北米での調査結果と同様、エネルギ

ーデバイスについての学習機会は手術室での使用経験に基づくものか、もしくは企業

によるセミナーによるものに限られていた。エネルギーデバイス安全使用の啓蒙のた

め、我が国においても標準化された効果的な教育プログラムの必要性が示唆された。 

分野別の得点では“有害事象の発生メカニズムと対策”と“小児の注意事項と体内

埋込型デバイスとの電磁干渉”分野の卒後6年以上群の得点が優れていた。この理由と

して日々の臨床経験によりそれらの分野の理解が深まる可能性もあるが、推測の域を

出るものではない。卒後6年目以降の経験年数によっても得点は上昇しなかったことか

ら、卒後、初期の数年でエネルギーデバイスの安全使用に関する何らかの基礎知識が

身についたものと考えられる。しかしながら、卒後6年以上群においても総合正答率は

6割程度にとどまっていることから、研修医や外科修練医のみならず経験のある外科医

に対しても何らかの学習機会が必要である。この結果は北米の調査結果と類似してお

り21,47、エネルギーデバイスについての理解不足は世界共通の医療安全上の問題である

と推測される。 

エネルギーデバイスの安全使用についての理解不足は医療事故につながる可能性

を秘めている43-46,48。我が国においてもエネルギーデバイスの適切で安全な使用につい

ての学習機会を提供し、知識の啓蒙に取り組んでいくことが重要である。FUSEプログ

ラムは教科書、無料オンライン教材、卒後教育セミナー、ハンズオン学習といったツ

ールを持つ複合的教育カリキュラムのひとつで(http://www.fuseprogram.org)24,47、我が国

のエネルギーデバイスの教育を考える際に模範となる。 

エネルギーデバイスの知識の理解度を調査した米国の先行研究はSAGESのリーダ

ー、FUSEコース参加者、ならびに北米の外科レジデント（PGY1/2）を対象にしたも

ので、調査対象は比較的限定的されていた22,25。本研究は、地理的要素と研修医から経

験豊富な外科医までを広く調査する目的で全国の大学病院から市中病院、地域病院の

対象者を調査したもので、先行研究と比較して結果の一般化において優れていると考

える。しかしながら参加施設のすべての対象者を調査したわけではなく、無差別サン

プリングと比べてある程度のバイアスを含んでいる。参加施設の大半の外科医が参加

したものの、参加施設には非常勤務外科医も存在することから正確な回答率の算出が

困難なため、結果の解釈に制約があることを意識しなければならない。 
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本研究はFUSEの10大学習目標のうちすべての外科医に関連する普遍的な内容であ

る5大項目、35の学習項目に基づいた知識調査であった。多くの外科医が電気メス（モ

ノポーラー、バイポーラー）以外のエネルギーデバイスを使用するなか、その他の学

習項目についての理解度は不明なままである。今回、試験問題は系統的な手法を用い

て翻訳したが、オリジナルである英語版との信頼性を評価したデータはなく、先行研

究と厳密な意味で得点を比較することは難しいかもしれない。テストに用いた問題は

計量心理学に基づいた厳正な妥当性評価は実施しておらず、テストの得点が真に知識

の理解度を反映しているかには課題が残る。最後に、本研究で明らかとなった知識不

足がどの程度実際の医療事故に関連しているかを示す根拠は存在しない。医療事故と

理解度の関連性を解明することは理想的であるが、エネルギーデバイスに関連した医

療事故の頻度から考えると現実には困難であると考えられる。  

我が国外科医のエネルギーデバイスに関する知識は卒後年数により深まるものの、

全体としては不十分であることが明らかとなった。安全に手術を行う上でエネルギー

デバイスの原理や機能に関する知識の理解は必須であり、我が国においても教育プロ

グラムの必要性が示された。理解度不足が顕著な学習項目に着眼し、我が国のニーズ

に基づいた教育プログラムの開発を目指し、研修医のみならず経験豊富な外科医に対

しても実施していく。その上で、プログラムの学習効果を示し、卒前・卒後外科教育

に組み入れ、我が国の外科医療の向上に貢献していく。 

ここまで外科教育の先進国の高度専門研修の現状分析、我が国外科医のエネルギー

デバイスに関する理解度調査から、カリキュラムの重要性と知識習得を目指した教育

プログラムの必要性を示してきたが、腹腔鏡手術に必須である技能教育・トレーニン

グに関しては研究課題として取り上げてこなかった。近年、腹腔鏡手術において技能

レベルと手術合併症の関連性が報告され、安全な腹腔鏡手術における技能の重要性が

改めて認識されている49。そのような中、欧米を中心に腹腔鏡手術の技能習得におけ

るシミュレーショントレーニングの有用性が示され、卒後教育において積極的に導入

されている。我が国においても妥当性、有効性が証明された腹腔鏡手術シミュレーシ

ョントレーニングの構築が急務であり9、実際のトレーニングの設計・開発に不可欠で

あるシミュレーションタスクの開発とその妥当性評価を研究課題とした。  
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第 ３ 章 

 

腹腔鏡手術シミュレーションタスクの開発と技能評価における妥当性 

に関する研究：腹腔鏡カメラ操作タスクとカニュレーション作業タスク 

 

緒 言 

 

腹腔鏡手術は低侵襲性と高い整容性から広く普及しているが、 30-40cmの長尺の

手術器具を使用し腹壁に留置されるポート（支点）を介する機器操作、ビデオカメラ

を通して映し出された二次元映像をもとに手術を行なう点、触覚の欠如などから開腹

手術に比べ難易度が高いとされ、専門的技能の習得に比較的時間を要する手術である
2。このような理由から腹腔鏡手術の技能習得には欧米を中心にシミュレーショントレ

ーニングが積極的に導入され、比較的安価なボックストレーナーからコンピューター

制御のVirtual Reality (VR)シミュレーターまで様々なシステムが開発されてきた
6,10,12,50,51。シミュレーショントレーニングに使用される代表的なシステムとして

Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons (SAGES)が開発した

Fundamentals of Laparoscopic Surgery program (FLS, http://www.flsprogram.org)があり、腹

腔鏡手術に必須である基本的な技能のトレーニングに広く用いられている（図１）。

FLS は①ペグの移動、②円形切り取り作業、③エンドループ結紮、④体外結紮、⑤体

内結紮の 5つの技能タスクで構成され、多くの妥当性研究の結果に基づき腹腔鏡手術

の技能評価に用いられている 14,17-19。FLS はその高い信頼性と妥当性から資格試験とし

ても運用され、米国外科専門医の取得時の必須条件となっている。 

腹腔鏡手術に必要な基本技能として、他に腹腔鏡カメラ操作（camera navigation）

とカニュレーション作業（cannulation）が挙げられる 19。これらのタスクのプロトタイ

プはすでに開発され、単施設による妥当性研究が報告されてきたが 52、技能評価への

使用を考えた場合、タスクの改良と高い信頼性と妥当性を有する採点方法が必要であ

った 53,54。そこで、本研究は腹腔鏡カメラ操作タスクとカニュレーション作業タスク

の改良、得点システムの確立と技術評価ツールとしての妥当性評価を目的とした。さ

らには、既存の FLS タスクに新規タスクを追加する意義について検討した。 
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図 1．米国消化器内視鏡外科学会が開発した FLSプログラムに用いられるシミュレーショ

ンボックストレーナー（上段右）とシミュレーションタスク（下段左からペグの移動、円

形切り取り作業、エンドループ結紮、体外結紮、体内結紮）。 

 

 

方 法 

 

本研究は多施設共同研究である。2013年 7月から 2013年 9月までの期間に、卒後

1-5年目までの外科レジデント、MIS フェロー、腹腔鏡手術を専門とする外科医（ス

タッフサージャン）の参加を募り、5つの FLS タスク（ 図 1：ペグの移動、円形切り

取り作業、エンドループ結紮、体外結紮、体内結紮）と腹腔鏡カメラ操作タスク、カ

ニュレーション作業タスクを用いた技能テストを実施した。テスト実施中の学習効果

が新規タスクの成績に及ぼす影響を最小化するため、既存の FLSタスクの前に新規タ

スク（腹腔鏡カメラ操作タスク、カニュレーション作業タスク）のテストを実施した。

タスクの順序は①腹腔鏡カメラ操作タスク、②カニュレーション作業、続いて FLS試

験に準拠した順序 ③ペグの移動、④円形切り取り作業、⑤エンドループ結紮、⑥体外

結紮、⑦体内結紮とした。各タスクのテスト開始前にタスク解説ビデオを供覧し、テ

スト前に練習時間は与えなかった。FLS のテスト規約に準拠し、すべてのタスクを同

一日にテストした。テスト終了後、参加者情報と新規タスクの FLS への追加意義につ

いてのアンケートを実施した。腹腔鏡操作タスクでは、テストに用いるカメラと画像

キャプチャー（後述の評価項目）に必要な操作に慣れてもらうため、0°カメラを用

いた１分間の練習時間を許容した。新規タスクの所用時間の測定は各施設の FLS公認

試験官１名と訓練された試験官１名の計 2名で行った。新規タスクの正確度評価は主

研究施設であるMcGill 大学の研究者 2名によって実施した。FLS 公認試験官１名が既

存の FLS タスクの所要時間と正確度評価を行った。本研究は参加施設の倫理委員会か

らの承諾と参加者からの書面同意を得て実施した。 

 

1) シミュレーションタスク 

腹腔鏡操作タスク、カニュレーション作業タスクのプロトタイプが開発され、

これまでタスク単体の妥当性が示されていたが 52、FLS と資格試験分野の専門家

（SME: subject matter expert）との協議の上、以下に述べる点について改良を行った。 
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the organ is centered in the field of view. You may need to adjust the camera to make sure there is at 

least half an inch of viewing area below the end of the organ's three appendages. 
 

In this task, you are required to place a pre-tied ligating 

loop or endoloop around the provided mark on the 

middle appendage of the foam organ. Using your 

grasper or Maryland with one hand and the pre-tied 

ligating loop in the other, you will position the loop 
around the appendage at the provided mark. Once the 

loop is positioned, you will break off the end of the 

plastic pusher at the scored mark on the outside of the 

trainer. Next, you will secure the knot on the mark near 

the base of the foam appendage by sliding the pusher 

rod down. You will complete the task by cutting the 

end of your loop material inside the trainer. A locking 

grasper may be used to enable the use of two hands to manipulate the ligating loop. A penalty is 

assessed for any deviation of the knot from the mark on the foam appendage or if the knot is not 

secured on the appendage. Do not break or preload the ligating loop prior to beginning the task. 

Timing for this task begins when either the instrument or the loop material is visible on the monitor. 

Timing ends when you have cut the end of your loop material inside the trainer. 
 

Task Four: Suture with Extracorporeal Knot 
Equipment: Two needle drivers (or choice of one needle driver and one Maryland dissector), one knot 

pusher (either open or closed), one 2-0 silk suture of 90cm or 120cm length, one pair of endoscopic 
scissors, one penrose drain with marked targets, one suture block. Note: self-righting needle drivers 

and hemostats are not permitted.  

Maximum time limit: 420 seconds 

 

Place the foam suture block onto the Velcro strip 

inside the black marked square on the bottom of the 

FLS trainer, so that the Velcro strip on the suture 

block is horizontal, with the foam side up. Center a 

penrose drain securely onto the Velcro strip on the 

suture block, so that the slit in the penrose drain is 

vertical. Adjust the camera as necessary so that 

there is equal viewing area on all sides of the suture 

block.  

In this task, you will place a long suture through the two marks in the penrose drain and then tie three 

single throws of a knot, extracorporeally, using a knot pusher to secure each throw onto the penrose 
drain, thus, closing the slit. Once all three throws have been secured onto the penrose drain, cut both 

ends of the suture inside the trainer. The ends may be cut together or separately and the tail length is 

not important for this task. The suture must be grasped by the thread and NOT the needle when 

introducing it into the trainer. Once inside the trainer, the needle may be placed through the drain in 

one motion, or two or more motions. Penalties are assessed for any deviation of the suture material 
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from the two marks on the penrose drain, for not properly closing the slit in the drain, and for a knot 

that slips or comes apart when tension is applied to it. Take care not to avulse or separate the penrose 

drain from the suture block as this is an automatic failure of the task. Timing for this task begins when 

your first instrument is visible on the monitor. Timing ends when you have cut both ends of your 

suture inside the trainer. 

 

Task Five: Suture with Intracorporeal Knot 
Equipment: Two needle drivers, one 2-0 silk suture of 15 cm length, one pair of endoscopic scissors, 
one suture block, one penrose drain with marked targets. Note: self righting needle drivers are not 

permitted.  

Maximum Time Limit: 600 seconds  

 

Place the foam suture block onto the lower Velcro strip inside the black marked square on the bottom 

of the FLS trainer, so that the Velcro strip on the suture block is horizontal with the foam side up. 

Center a penrose drain securely onto the Velcro strip on the suture block, so that the slit in the penrose 

drain is vertical. Adjust the camera as necessary so that there is equal viewing area on all sides of the 
suture block.  

For this task you will need to place a short suture 

through the two marks in a penrose drain and then tie 

three throws of a knot intracorporeally, in order to 

close the slit in the penrose drain. The first throw must 

be a surgeon's knot or double throw, followed by two 

single throws. You must exchange hands with your 
needle, or needle end of the suture, between each throw 

to ensure you are tying each throw with the opposite 

hand. You may start tying with either hand. Once all 

three throws have been secured onto the penrose drain, 

cut both ends of the suture inside the trainer. The ends 

may be cut together or separately and the tail length is not important for this task. The suture must be 

grasped by the thread and NOT the needle when introducing it into the trainer. Once inside the trainer, 

the needle may be placed through the drain in one motion, or two or more motions. 

Penalties are assessed for any deviation of the suture from the two marks on the penrose drain, for not 

properly closing the slit in the drain, and for a knot that slips or comes apart when tension is applied to 

it. Take care not to avulse or separate the penrose drain from the suture block as this is an automatic 

failure of the task. Timing for this task begins when your first instrument is visible on the monitor. 
Timing ends when you have cut both ends of your suture inside the trainer.  

 

Please review the video demonstration of this task and all other tasks, included in Module Five of the 

FLS didactic curriculum for additional guidance. 
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from the two marks on the penrose drain, for not properly closing the slit in the drain, and for a knot 

that slips or comes apart when tension is applied to it. Take care not to avulse or separate the penrose 

drain from the suture block as this is an automatic failure of the task. Timing for this task begins when 

your first instrument is visible on the monitor. Timing ends when you have cut both ends of your 

suture inside the trainer. 

 

Task Five: Suture with Intracorporeal Knot 
Equipment: Two needle drivers, one 2-0 silk suture of 15 cm length, one pair of endoscopic scissors, 
one suture block, one penrose drain with marked targets. Note: self righting needle drivers are not 

permitted.  

Maximum Time Limit: 600 seconds  

 

Place the foam suture block onto the lower Velcro strip inside the black marked square on the bottom 

of the FLS trainer, so that the Velcro strip on the suture block is horizontal with the foam side up. 

Center a penrose drain securely onto the Velcro strip on the suture block, so that the slit in the penrose 

drain is vertical. Adjust the camera as necessary so that there is equal viewing area on all sides of the 
suture block.  

For this task you will need to place a short suture 

through the two marks in a penrose drain and then tie 

three throws of a knot intracorporeally, in order to 

close the slit in the penrose drain. The first throw must 

be a surgeon's knot or double throw, followed by two 

single throws. You must exchange hands with your 
needle, or needle end of the suture, between each throw 

to ensure you are tying each throw with the opposite 

hand. You may start tying with either hand. Once all 

three throws have been secured onto the penrose drain, 

cut both ends of the suture inside the trainer. The ends 

may be cut together or separately and the tail length is not important for this task. The suture must be 

grasped by the thread and NOT the needle when introducing it into the trainer. Once inside the trainer, 

the needle may be placed through the drain in one motion, or two or more motions. 

Penalties are assessed for any deviation of the suture from the two marks on the penrose drain, for not 

properly closing the slit in the drain, and for a knot that slips or comes apart when tension is applied to 

it. Take care not to avulse or separate the penrose drain from the suture block as this is an automatic 

failure of the task. Timing for this task begins when your first instrument is visible on the monitor. 
Timing ends when you have cut both ends of your suture inside the trainer.  

 

Please review the video demonstration of this task and all other tasks, included in Module Five of the 

FLS didactic curriculum for additional guidance. 



 33 

 

1.1 腹腔鏡カメラ操作タスク（図 2） 

タスクは 0°と 30°で調整可能な模擬腹腔鏡カメラと 6つのターゲット

を持つボードからなる。ターゲットボードは FLS ボックス底面にはめこむ

ようデザインされ、四角形の 6つのボックス（灰色）内の中央に水平ライン

（白色）を持つ円形ターゲット（赤色）を配置し (VTI Medical 社, ウォル

サム, マサチューセッツ州，米国)。ターゲットとの距離（ターゲットを適

切なサイズで捉えられているか）、中心度（画像の中央にターゲットを捉え

られているか）、水平度（水平線に傾きを合わせられているか）の正確性の

判定には、腹腔鏡カメラ先端に施された二重マーキング（二重の円形ライン

と平行二重線）を用いて評価した。プロトタイプを用いた先行研究の正確度

評価は、5秒間マーキングライン内にターゲットを保てているかをテスト実

施中に評価する主観的な要素が強いものであったが、より客観的な評価のた

め、USB ビデオキャプチャーデバイス(EZCAP.TV 社、ニュートン・スチュ

ワート、英国)を既存のシステムに追加し、USBビデオキャプチャーデバイ

スを用いて撮像した各ターゲットのスナップショットを正確度評価に使用

することとした。タスク実施中に撮像された画像は、専用アプリケーション

によりコンピューター内に保存された。 

テストには 30°模擬腹腔鏡カメラを使用し、制限時間 300秒以内に 6つ

のターゲットを時計回りに的確に捉え、スナップショットを撮像するタスク

とした。カメラの先端がボックストレーナーの模擬スキンに挿入された時点

から最終ターゲットの画像を撮像後にボックス外に取り出す時点までの所

要時間を測定した。スナップショットの撮像回数に制限は設けず何枚でも撮

像できたが、ターゲット毎に撮像された最後の画像を評価することとした。

また、タスク実施中の撮像画像の確認はできなかった。 
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図 2．腹腔鏡カメラ操作タスク 

FLS専用ボックストレーナー内に設置するターゲットボード（上段左）。模擬腹

腔鏡カメラにUSBキャプチャーデバイスをマウントし（上段右）、コンピュータ

ーに接続しスナップショット機能を追加した（中段）。実際のタスク画像（正確

にターゲットが捉えられている状態）を示す（下段）。 

 

1.2 カニュレーション作業タスク（図 3） 

テストに使用したタスクモデルは支持棒に配置されたチューブにカテー

テルを挿入するものであり、チューブ中央に穴とマーキングがあり、カテー

テルの先端から4cmの部位にマーキングが施されている(VTI Medical社, ウ

ォルサム, マサチューセッツ州，米国)。これは術中胆道造影（IOC: 

intraoperative cholangiogram）に代表される管状構造物へのカニュレーション

操作を模擬したものである。プロトタイプではチューブは完全に張った状態

で支持されていたが、タスク難易度の増加、左右の腹腔鏡鉗子を使用する必



 35 

要性を加味し、プロトタイプよりもチューブを 1cm延長し緊張がかからない

状態で支持棒に固定した。 

実際のタスクは、3箇所異なる部位から模擬カテーテルをチューブ内に

4cm挿入した後にこれをチューブから抜去して終了となる。カテーテル先端

のマーキングがチューブ中央のマーキングと一致する深さまでカテーテル

を挿入する。3箇所のカニュレーションに要した時間を合算し得点を算出す

る。１箇所の制限時間を 90秒とし、制限時間内に終えられなかった場合は

タスクを終了し、次の挿入箇所へ移動してテストを実施した。 

 

 
図 3．カニュレーション作業タスク 

改良を施したカニュレーション作業タスクモデル（上段）。FLSボックストレー

ナーの模擬スキン上の 3箇所の模擬カテーテル挿入部位（中段）。①②模擬スキ

ン上の 14G血管留置針（外針と呼ばれるプラスチック製のカテーテル：(Becton、 
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Dickinson and Company、フランクリンレーク、ニュージャージー、米国)と③左

トロッカールの３箇所から模擬カテーテルを挿入。実際のテスト風景（下段）を

示す。 

 

2) タスクの得点算出法（表 10） 

タスクの得点は、所要時間と正確度（エラースコア）により算出した。腹腔鏡

カメラ操作タスクの制限時間は 300秒に設定し、正確度はターゲットを枠内に捉

えれているか基準とした。カニュレーション作業タスクにはエラースコアは設け

ず、所要時間のみで得点を算出した（制限時間は 90秒/箇所、合計 180秒）。5つ

の既存タスクについては FLS 得点基準に準拠し計算した（FLS 総得点＝5つのタ

スク得点の合算）。 

 

3) テスト後アンケート(表 11) 

テスト終了後にオンラインサーベイシステム (http://www.fluidsurveys.com)を使

用して、腹腔鏡カメラ操作とカニュレーション作業タスクについての無記名アン

ケートを実施した。アンケートは腹腔鏡斜視カメラの使用と IOC の臨床経験を含

む参加者情報、臨床と比較した場合のタスクの難易度、タスクを用いた技能評価

の有用性、タスクの教育的意義についての質問で構成された。  

 

 

表 11. アンケートの設問内容 

1. Gender 

2. Age 

3. Experience level: PGY1/2/3/4/5, Fellow, Attending 

4. Specialty: General Surgery/GYN/Urology 

5. Institution 

McGill University/ Tulane University/ University of Toronto/ UT Southwestern 

Medical Centre/ Walter Reed National Military Medical Centre 

Please answer the following questions about the Camera Navigation task. 

6. Estimate the number of cases that you used an angled (30 or 45 degree) laparoscope as 

a scopist in practice. 

Never/ 1-5/ 6-10/ 11-25/ 26-50/ 51+ 

7. How difficult is the Camera Navigation task compared to real practice? 

Much more difficult/ More difficult/ Similar/ Easier/ Much easier 

8. The Camera navigation task adds value to the 5 FLS tasks. 
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Strongly agree/ Agree/ Neutral/ Disagree/ Strongly disagree 

9. The Camera Navigation task could improve performance of camera navigation in the 

OR. 

Strongly agree/ Agree/ Neutral/ Disagree/ Strongly disagree 

10. The Camera Navigation task can be used to assess technical competence. 

Strongly agree/ Agree/ Neutral/ Disagree/ Strongly disagree 

Please answer the following questions about the Cannulation task. 

11. Estimate the number of cases that you performed intraoperative cholangiography in 

practice. 

Never/ 1-5/ 6-10/ 11-25/ 26-50/ 51+ 

12. How difficult is the Cannulation task compared to real practice? 

Strongly agree/ Agree/ Neutral/ Disagree/ Strongly disagree 

13. The Cannulation task adds value to the 5 FLS tasks. 

Strongly agree/ Agree/ Neutral/ Disagree/ Strongly disagree 

14. The Cannulation task could improve performance of cannulation in the OR. 

Strongly agree/ Agree/ Neutral/ Disagree/ Strongly disagree 

15. The Cannulation task can be used to assess technical competence. 

Strongly agree/ Agree/ Neutral/ Disagree/ Strongly disagree 

 

4) データ分析 

テスト開発、実施ならびに結果活用等の指針であるThe Standards for Educational and 

Psychological Testing (American Psychological Association)に基づき、新規タスクを腹

腔鏡カメラ操作とカニュレーション作業の技能評価にとして用いる際の妥当性を

評価した 53,55。タスク得点の評価者間信頼性は級内相関係数 (two-way random 

model of intraclass correlation coefficient)を用いて算出した。初学者群 (post-graduate 

year: PGY 1 とPGY 2)と経験者群（PGY 3 以上）、臨床経験（25 症例未満 vs. 26

症例以上）の得点比較はスチューデント t 検定で行った。新規タスク得点と既存の

FLS の総合得点の関係はピアソン積率相関係数を用いて分析した。トレーニング

レベル予測における新規のタスク得点の追加効果を多変量解析により算出した。2

群の中で 3SD 以上の得点は外れ値として分析から除外した。すべての解析には

SPSS バージョン 21 (IBM, アーモンク, ニューヨーク州、米国)を使用し、p<0.05

を有意基準とした. 
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結 果 

 

1) 参加者情報（表12） 

北米５施設から計60名の外科医、フェロー、外科レジデントがテストに参加し

た。臨床経験を含む参加者情報を表3に示す。参加者のうち52名(92%)は斜視鏡カ

メラを操作した経験を持っていたが、32 名(53 %)はIOCの臨床経験がなかった。

いずれの群の得点に外れ値は認めなかった。 

 

表 12．参加者情報 

 No. (%) 

Age (years)  

 - 30/ 31 – 40/ 41+ 25 (42) / 29 (48) / 6 (10) 

Gender  

 Male/ Female 34 (57) / 26 (43) 

Training level  

 PGY 1/2 13 (22) / 11 (18) 

 PGY 3/4/5 10 (17) / 6 (10) / 5 (8) 

 Fellow/ Attending surgeon  4 (7) / 11 (18) 

Self-reported experience  

Angled laparoscope  

 0 – 10/ 11 – 25/ 26+ 18 (30) / 5 (8) / 37 (62) 

Intraoperative cholangiogram   

 0 – 10 /11 – 25/ 26+ 44 (73) / 5 (8) / 11 (18) 

 

2) 妥当性データ 

評価者間信頼性は腹腔鏡カメラ操作タスク、カニュレーション作業タスクとも

0.99 (95%CI: 0.99–1.00)であった。いずれのタスク得点も経験者群が初学者群に

比べて有意に高かったが（表13）、臨床経験が多い参加者の得点が有意に高く、

得点のばらつきも小さい傾向があった（表14）。カニュレーション作業タスクに

おいて、IOCの経験が少ない経験者群の得点が低い傾向にあった。新規タスク得点

とFLS総得点の相関係数は、腹腔鏡カメラ操作タスクで0.39(p=0.01)、カニュレー

ションタスク0.57(p=0.01)であった（図4）。7つのタスク全体でのトレーニング

レベルは52.6% (R2=0.526, p=0.01)は予測可能であるが、新規タスクの既存の５つ

のFLSへの追加効果は2.2％であった。  
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表 13．初学者群と経験者のタスク得点の比較 

 Novicea (n=24) Experiencedb (n=36) P value 

Camera Navigation 149.8 ± 60.7 195.6 ± 39.9 <0.01 

Cannulation 56.0 ± 46.6 106.1 ± 54.3 <0.01 

FLS 158.7 ± 58.6 257.5 ± 25.2 <0.01 

a Novice: PGY 1 and 2, b Experienced: PGY 3 and higher 

 

表 14．臨床経験によるタスク得点の比較 

 No. of 

participants 
Mean score ± SD P value 

Camera navigation task    

25 or fewer angled laparoscope cases 23 149.0 ± 60.6 <0.01* 

More than 25 angled laparoscope cases 37 194.9 ± 40.8  

Cannulation task    

25 or fewer IOC cases 49 78.5 ± 56.9 0.03* 

More than 25 IOC cases 11 119.8 ± 43.2  

* Significant difference between the groups  

 

 

図 4．新規タスクと FLS総合得点との相関。 

図内の+は初学者群（PGY1/PGY2）の得点、◯は経験者群（PGY３以上）の得点を示す。  
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3) アンケート結果 

3.1 腹腔鏡カメラ操作タスク 

55名の腹腔鏡カメラ操作経験者のうち、28名(51 %)はタスクの難易度が実際

の手術と類似していると、2名(4 %)は“非常に難しい”または“非常に簡単”

と回答した。38名(69 %)は同タスクを使用した技術評価の有用性を認めると

回答した。全参加者60名のうち、41名(68 %)は同タスクのFLS試験への追加

を認めると回答した。 

3.2 カニュレーション操作タスク 

28名のIOC経験者のうち、7名(25 %)はタスクの難易度が“実際の手術と類

似している”、12名(43 %)は“非常に難しい”または“非常に簡単”、9名

(32 %)は“難しい”または“簡単”と回答した。16名(57 %)は同タスクを使

用した技術評価の有用性を認めると回答した。全参加者60名のうち、40名

(67 %)は同タスクのFLS試験への追加が妥当であると回答した。 

 

 

考 察 

 

FLSを腹腔鏡手術の技能評価に用いる際の構成概念妥当性として、FLS総得点とト

レーニングレベル（卒後年数）の相関、FLS総得点と臨床経験の相関、FLS総得点と手

術技能評価得点（実際の手術室での技能を得点化したもの）の相関等が報告されてき

た17,56。新規タスクを腹腔鏡手術の技能評価として使用する場合、教育心理学の妥当性

理論に準拠し、これまでの研究と同等の妥当性に関する包括的なエビデンスが求めら

れる。本研究では、新規タスクの得点を算出する際の評価者間信頼性、新規タスクの

得点とトレーニングレベル（卒後年数）との比較、新規タスク得点と臨床経験との比

較、新規タスクの得点とFLS総得点の関係といった妥当性エビデンスを示した。加え

て、多変量解析とアンケートによる主観的見地に基づき、新規タスクのFLSプログラ

ムへの追加意義を検討した。 

評価者間信頼性は評価者による得点のばらつきを示す値で、同じ被験者を評価する

際にばらつきが少ないほど安定した評価法となる。一般に資格試験に必要な評価者間

信頼性として0.8以上が求められ、既存のFLSの「所要時間の測定」と「正確度の判定

基準」はこれを満たしている19,57。腹腔鏡カメラ操作タスクにおいて、所要時間の計測

は安定した指標であったが、正確度の評価法が問題となっていた。プロトタイプでは

ターゲットを5秒間正確に捕獲できているかリアルタイムで判断しなければならず、手

のブレなどでの枠外へのはみ出しをどのように評価者間で統一するかなど、いくつか

の課題があった。実際に、研究計画段階の予備試験においても5秒間の判断が評価者に
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より安定しなかったことから評価法を変更が必要と考えられた。そこで、リアルタイ

ムの映像判断、つまり動的指標の評価から、ターゲット捕獲時のスナップショット画

像（静的指標）の評価へと変更し、これにより優れた評価間信頼性を得ることができ

た。新規タスクに用いられた「所要時間の測定」と「正確度の判定」は、評価者信頼

性の点においてFLSの技能試験に必要な条件を満たしていると考える。 

カニュレーシション作業タスクではタスクの改良が必要であった。プロトタイプで

はチューブが張られた状態で固定されていたため、片手操作のみでカニュレーション

できる比較的難易度の低いタスクであった。これでは腹腔鏡手術に必須である左右手

術鉗子の協調運動が必要なく、タスクの改良を余儀なくされた。チューブを若干緩く

固定するように改良し、これにより片方の鉗子でのチューブの位置調整ともう片方の

鉗子によるカニュレーション操作といった左右手術鉗子の協調運動が必要となり、よ

り臨床を反映するモデルとなった。 

腹腔鏡カメラ操作タスクの得点は、経験年数と臨床経験が増えるにつれ向上し、得

点のばらつきも縮小した。しかしながら、FLS得点と比較して初学者の中に高得点、

経験者の中に低得点者が散在していた。アンケート結果で大半の初学者が腹腔鏡カメ

ラ操作の経験を有していることからも、臨床において早い時期に腹腔鏡カメラ操作の

技能が獲得されることを示唆する結果となった。一方で、経験者が腹腔鏡カメラの操

作を行う機会は減少するため、経験者の中にも低得点者が存在したと考えられた。 

カニュレーション作業タスクの得点は、卒後学年が高くなるにつれて向上したが、

ばらつきの縮小は認められなかった。臨床経験と得点の関係に着眼すると、IOCの経

験が増すにつれ得点が向上し、得点のばらつきが縮小していた。IOC経験には個人差

が大きく、特に経験者群の中でPGY3/4のIOC経験が乏しい被験者がいたことが、経験

者群の広範囲な得点分布に関与していたと考えられた。アンケートからはタスクの難

易度が高いとの回答が多く、これは胆嚢管を模擬したチューブの視認性と品質が影響

している可能性が示唆された。 

統計学的な見地から新規タスクの得点を追加した際の増分弁別能を多変量解析に

より評価した。外科医のトレーニングレベル（経験年数）の弁別能について、新規タ

スクの役割は限定的で、FLS技能試験への追加効果は見込めなかった。ここで、既存

の5つのFLSタスクを用いた総合得点に新規タスクの得点を追加する意義を統計学的

に判断する場合、増分効果は過小評価される傾向があることに留意が必要である。外

科系シミュレーションでは弁別能の指標としてトレーニングレベル（卒後年数）と臨

床経験を用いることが一般的であるが、卒後教育の複雑化と個別化が進む中、トレー

ニングレベルはその指標として限界がある。トレーニングレベルはスタンダードで妥

当性の高い外科医の能力指標とは言えず、新たな指標の創出が求められる。 
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アンケートでは新規タスクのFLSプログラムへの追加意義について概ね賛同を得た。

統計的な技能試験への追加意義は限定されていたが、カニュレーション作業は臨床に

おいて数多く経験する手技ではなくトレーニングとしての意義は十分に考えられる。

腹腔鏡カメラ操作技能については、初期の腹腔鏡手術トレーニングへの応用、特に医

学生へのトレーニング効果が期待される。新規タスクの統計的な増分意義が限定され

ていたにせよ、両タスクの技能評価としての妥当性が示されたことは、カリキュラム

をデザインする際の基盤となると考えている。 

本研究には以下の制約があり、今後の研究課題として取り組んでいかなければなら

ない。まず、本研究ではシミュレーションタスクの得点と実際の手術技能を評価との

関連性を示すエビデンスを示していない。これは、シミュレーションタスクの妥当性

を考える上で最も重要な要素の一つである。シミュレーションで高得点の者は、実際

の手術技能の評価も優れていることが望まれるからである。さらに、シミュレーショ

ンを用いたトレーニングの効果が臨床現場へどの程度まで反映されるかについても明

らかにする必要がある。シミュレーションを用いたトレーニングの患者アウトカムへ

の意義が限定的であるとすれば、その教育的意義は少なくなる。最後に、既存のFLS

タスクは北米で広く普及し、参加者の多くがトレーニングでの使用経験があるためバ

イアスが生じた可能性が考えられる。特に、ペグ移動と体内結紮が実際のトレーニン

グで多く使用されている印象がある。これに対して新規タスクは全ての参加者にとっ

て初めて経験であり、このような背景因子が得点の解釈を複雑なものとした可能性が

高い。すなわち一般的に広く普及しているFLSタスクやそのトレーニング経験が得点

に与える潜在的影響への対処が、今後の妥当性研究の課題として挙げられる。 

腹腔鏡手術の技能評価ツールとして、腹腔鏡カメラ操作ならびにカニュレーション

作業タスクの妥当性が示された。これらタスクのトレーニングツールとしての有用性

も示されたが、技能評価ツールとして既存のタスクに追加する意義は限定的であった。 
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総 括 お よ び 結 論 

 

本研究により以下の知見が得られた。 

 

1. Minimally Invasive Surgeryフェローシップの現状分析により高い自己効力感と満

足度が明らかとなったが、高難度手術や稀な術式、術後合併症への対処、診療運

営に関するスキルに関しては、カリキュラム改良や支援体制確立などの対策の必

要性が示された。 

 

2. エネルギーデバイスの理解度調査では、本邦外科医の知識不足が明らかとなり、

教育プログラムの必要性が示唆された。 

 

3. 腹腔鏡手術シミュレーションタスクの妥当性研究では、腹腔鏡カメラ操作ならび

にカニュレーション作業タスクの技能評価ツールとしての妥当性が示された一

方で、既存のタスクへの追加意義は限定的であることが明らかとなった。 

 

今後、我が国の腹腔鏡手術の教育・トレーニングにおいて、専門性の高い、効果的、

効率的な研修の重要性が増していくことが予想される。組織化、体系化が進む北米の

高度専門研修の分析は、既存のカリキュラム向上へ寄与するばかりでなく、我が国の

研修制度を再考する上での重要な足掛かりとなる。腹腔鏡手術の安全性に関わる知識

調査では、エネルギーデバイスを例に本邦外科医の理解度不足を明らかにした。適切

な知識の普及のため、実践的な教育プログラムの開発とその学習効果の測定は、我が

国においても取り組んでいかなければならない逐次的な課題である。シミュレーショ

ン研究では、トレーニング開発に先駆け、技能評価ツールとしてタスクの妥当性を検

証する重要性を強調した。我が国においてもシミュレーショントレーニングの有用性

を多面的に示し、シミュレーションを用いた技能資格試験制度を確立することで、シ

ミュレーショントレーニングの普及を目指していく。 

組織的な取り込みが遅れている我が国の腹腔鏡手術の教育・トレーニングに対して、

インストラクショナルデザインや教育心理学の手法を積極的に取り入れ、科学的根拠

のある教育プログラムの重要性を強調し、体系的なトレーニングを構築していく。多

様化、複雑化するニーズを捉え、効果的、効率的な教育・トレーニングを構築してい

くことにより、腹腔鏡手術の発展ならびに安全水準向上へ寄与していきたい。 
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