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Introduction 

医療専門職に対しての教育とトレーニングにおいて、シミュレーションの使用が有効であるという研究が多く報

告されている。 

それにもかかわらず、シミュレーショントレーニングを最大限に活用する要素を特定する研究は少ない。 

医療分野のシミュレーションで興味を集めているのが認知負荷理論(CLT)だ。 

課題内在性負荷：課題を遂行するために負荷。課題の複雑さが増えるほど高まり、学習者が熟達すれば

低くなる。 

課題外在性負荷：課題と関係ない処理にかかる負荷。 

学習関連負荷：学習そのものに関わる課題内在性負荷を処理する際の認知資源かかる負荷。 

課題外在性負荷を最小化、学習関連負荷を最大化、課題内在性負荷を適切に管理することが、学習効

率の最大化につながる。 

シミュレーションベースの学習の効果を検証するために CLT を用いるならば、シミュレーショントレーニング時に

かかる認知負荷を測定することが必要である。 

最近の認知負荷測定方法は、心理学的指標・第二課題・主観評定である。そして、これらの多くは、認知

負荷総量を測るために使われてきた。 

健康分野のシミュレーション研究における認知負荷の測定方法は、主に主観評定を使ってきた。 

別の研究では、第二課題のパフォーマンスの有効性を調べる必要があるとの指摘もある。 

第二課題への単純反応時間(Simple Reaction Time, SRT)がシミュレーションベースのスキルトレーニング

課題でノービスの熟達を精度が高く計測できているかについては、矛盾している結果が出ている。 

加えて、心的努力の主観評定(Subjective Rating of Mental Effort ,SRME)と SRTが課題内在性負荷の変

化を計測できるかについてはまだ十分に研究がされていない。 

以上のギャップを埋めるために、①基本的な外科手術スキルにおける学習者の熟達②シミュレーショントレーニ

ングの課題の複雑さ に対応する、課題内在性負荷の変化を測定する SRME と SRTの精度を研究した。 

そのため、課題外在性負荷と学習関連負荷は一定に保つような実験を行った。 

課題には、結び目の作成課題を採用した。(シンプル/複雑 の 2種類) 

仮説 

①シミュレーショントレーニングにおいて、学習者(ノービス)の課題の成績は向上し、SRME と SRT は低くな

る。(これは、課題内在性負荷の減少を意味する) 

②シンプルな課題でトレーニングを行った群は、複雑な課題でトレーニングを行った群よりも、SRMEと SRT

は低くなり、課題の成績も高い 

実験 

方法 

参加者：医学部 1年生 28名 

シンプル群と複雑群にランダムに分ける 

学習課題 



机の上に設置した、片手で行う結び目の作成課題のシミュレーター(シンプル/複雑) 

  

シンプル群：できるだけ速く、素手で正確に絹の糸で 3/4 インチの木の棒を縫い付ける(c,d) 

複雑群：できるだけ速く正確に、手袋をして腹部のモデル内にナイロン糸で木の棒を縫い付ける(a,b)。(こ

の群のほうが課題内在性負荷が高い) 

第二課題 

膝に振動する機器を装着 

1回につき 3秒間振動。ランダムに 4回振動する。 

学習者は、振動を感じたらペダルを踏むように教示。 

SRTを計測 

手続き 

第 2課題のベースライン測定 

第二課題を 3分間 

15分間のコンピューターベースのビデオ教材(CBVI)の視聴 

13回の結び目の作成課題(各 3分間) 

それぞれの試行の間で 5分間 CBVIを見ることができる。 

1,5,9,13回目の試行は第二課題を動作させ、分析では「テスト」として処理した。 

1,5,9,13回目の試行後は、主観評定を実施。 

「あなたがこの課題でどれくらい心的努力を行ったか当てはまる数字を選んでください」 

9件法(1:とても低い～9:とても高い) 

分析データ 



結び目の作成課題のパフォーマンスは、時間と動作効率を用いて分析した。 

モーショントラッキングシステムを用いて測定 

各試行中に作った結び目の数も記録 

第二課題への反応時間(SRT) 

反応時間への個人差を考慮するため、それぞれの SRTからベースラインを引き、「SRT difference」として分

析 

先行研究では、SRT と SRMEは、認知負荷総量を測るために使用されているが、この実験では学習関連負荷と

課題外在性負荷は一定なので、課題内在性負荷を測定できる。 

結果 

結び目の作成課題のパフォーマンス(Fig.3) 

  

両群でパフォーマンスが有意に向上した。 

1 回あたりの動作回数:F(1.04,24.95) = 41.1, p < 0.001, f = 1.31 

1 回あたりの時間:F(1.04,25.90) = 49.9, p < 0.001, f = 1.42 

シンプル群では、複雑群に比べ有意にパフォーマンスが高かった。 

1 回あたりの動作回数: F(1,24) = 5.2, p = 0.031, d = 0.93 

1 回あたりの時間: F(1,24) = 6.5, p = 0.017, d = 1.05 

試行回数と課題要因の交互作用はなかった 

両群間で、動作効率と時間効率の向上ペースに有意な差はなかった。 

認知負荷(Fig.4) 

Mean SRT と Mean SRME ともに、両群で有意な減少 

Mean SRME: F(2.3,58.5) = 57.7, p < 0.001, f = 1.49 

Mean SRT difference: F(1.8,47.3) = 10.5, p < 0.001, f = 0.63 

試行回数と課題要因の交互作用は SRMEにおいて確認された。F(2.3,58.5) = 5.57, p = 0.005,f = 0.46 

シンプル群が複雑群に比べて、1～5 試行の間に有意な減少(F(1,26) = 6.45, p = 0.017, d = 0.99) 

SRMEにおいて、両群の差は有意。(F(1,26) = 3.9, p = 0.059, f = 0.78) 

シンプル群は、5,9,13 回目に少ない心的努力と評定した。 



SRTにおいても似たような形であったが、有意ではなかった。 

  

考察 

結果の解釈 

「シミュレーショントレーニングは、結び目の作成課題の成績を向上させ、ノービスの課題内在性負荷を減少さ

せる」という仮説は示された。 

両群で SRME と SRTの有意な減少(=課題内在性負荷の減少)が確認された。 

両群で課題パフォーマンスが有意に向上した。 

SRTによればプラトー(学習の停滞期)は 5～9試行にあり、これは、学習者の「認知的なフェーズ」(スキー

マの構築)から「関連付けフェーズ」(スキーマの洗練)への移行を表しているのかもしれない。 

主観評定については、先行研究とも合致した結果だったが、第二課題への反応時間は矛盾する先行研

究もある 

Stefanidis らの研究では、学習者が自動化のフェーズに入るまで第二課題への反応時間は向上しな

いとの研究結果を報告している。 

「シンプルな課題でトレーニングを行った群は、複雑な課題でトレーニングを行った群に比べて高い課題のパフ

ォーマンスと低い課題内在性負荷を報告する」という仮説は、SRME のデータでは示せたが、SRT のデータで

は示せなかった。 

SRME と SRT は似た傾向を示したが、SRTが両群間で有意ではなかったのは興味深い。 

SRMEは、SRT よりも高い精度で課題内在性負荷を測ることができるのではないか？ 

この解釈は教育心理学の分野で行われている研究成果とも合致する。 

ワーキングメモリの空き容量を第二課題へと振り向ける能力に個人差があるという研究があり、それゆえ、

分散が大きくなったのではないか。 

最も可能性が高い説明としては、シンプル群と複雑群の間の課題内在性負荷の差はあまり大きくなかった

のではないかと考えられる。 

両群で結び目の作成課題の成績の向上に有意な差がなかったことから。 



Dubrowski らの研究でも似たような結果が指摘されている。彼らは、最初からシンプルな課題で練習

を行うことは、ノービスのスキル獲得に影響しないと指摘している。 

Brydge らの研究では、学習者の課題成績の向上は、スキルよりも課題固有の難しさに関連すると述

べている。 

今後の展望 

この研究の結果は、シミュレーションベースのスキルトレーニングに関する認知負荷の測定に興味がある教育者

や研究者に多くの示唆を与える。 

独立して 3 つの認知負荷を測定することについて 

これは現在活発に議論されている。 

現在の多くの測定方法は、3 つの認知負荷を測定できていない。 

多くの研究者は主観評定を開発している。しかし、その結果は予備的で、一部は一貫性がない。 

さらに、研究者は心理学的な方法で 3つの負荷を分けられるかについて疑問を呈している。 

Sweller らは 3つの負荷はベースとなるメカニズムを共有しているのではないかと主張している。 

最近では、学習関連負荷は独立ではなく、課題内在性負荷を処理するための認知資源を表している

のではないかという説がある。 

他の 2つの負荷を一定にすることで残りの一つの負荷を測る手法は、課題外在性負荷や学習関連負荷の測定

でも試すことができるのではないか。 

認知負荷を時間で計測することの展望 

この研究では課題の時間と第二課題への反応時間を計測した。 

他の多くの認知負荷研究では、異なる手続きによって操作した負荷で、認知負荷を比較している。 

最近の認知負荷研究については、測定方法の精度に関するデータの不足が批判されている。 

我々の研究はこのギャップを埋められるのではないか。 

時間は簡単に計測できる。 

学習環境設計の研究において、認知負荷を測定することについて 

主観評定と第二課題への反応時間は課題内在性負荷を計測できる。 

医療分野では学習者の熟達や疲労について多く研究がされてきているが、この研究の成果は、認知負荷

測定を医療分野で実証したことだ。 

体の動きがの操作が、トレーニング中の認知負荷にどう影響するかという新たな疑問が浮上した。 

体の動きとワーキングメモリの関係に関する研究はまだ始まったばかり。 

限界 

ある一つのスキル獲得に焦点を当てたが、ほかの臨床的スキルでも研究されるべき 

この実験では、時間と動作効率について調べた。この実験操作の影響については言及できていない。 

この実験では課題内在性負荷しか操作していない。他の負荷も操作して検討されるべきだ。 


