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2016年3月に新青森・新函館北斗間が開業した北海道新幹線。
東京まで4時間あまりという大動脈の完成は、
北海道の人々の暮らし、
産業に大き

医療環境が日々、
刻々と変化するなか、
医師、
看護師だけでなく薬剤師、
理学療法士、
臨床工学技士、
管理栄養士など医療に従事するスタッフが、
それ

なプラスとなる可能性を秘めており、
2030年度の札幌延伸を目指してさらに工事が進められている。
北へと伸びる新幹線だが、
一方で雪国を走る

ぞれの専門性を活かしつつ、
情報を共有しながら補完し合うチーム医療の実践が求められている。
急速に高齢化が進展する一方で、
医療機関が都市

車両ならではの課題もあるという。
走行中に車両に付着する雪の影響だ。
東北新幹線、
秋田新幹線、
山形新幹線など積雪地域を走る新幹線では、

部に偏在するという状況から、
特に在宅医療を含めた地域医療現場でのシステム構築が急務となっている。
こうした環境のもと近年、
注目されている

高速走行に影響することも予想されます。
その対策について研究を行う車両設計の研究機関や企業が着目したのが、
融雪製品の開発を手がける

のがIPE
（Interprofessional education＝多職種連携教育）
だ。
本学では夕張市立診療所の協力のもと、
天使大学看護学科・栄養学科の学生ととも

株式会社Fabtechの面状発熱体。
これを難着雪装置として利用するための仕様や効果について、本学の自然雪風洞実験装置を使った共同研究

に2010年よりIPEを実施。
異なる教育背景で各専門を学ぶ医療関連分野の学生が、
専門資格取得前にともに学ぶことで、
チーム医療の必要性につ

が、
Fabtech社からの協力依頼により2017年にスタートし、
データの集積などが進められている。

いて理解するIPEの概要と教育効果について、
主に薬学部からの視点を中心に聞いた。

──今回の共同研究が始まった経緯は？
鳥居 鉄道技術の研究機関から、
当社の面
状発熱体を用いた難着雪装置の開発依頼

を受けた時、共同研究の相手として真っ先
に頭に浮かんだのが細川先生でした。
細川

鳥居さんとは、
かつてヒーターを使っ

た雪対策の研究に一緒に取り組んだことがあ

りました。
鳥居

北海道科学大学は雪対策に関する

豊富な知見・実績を持つことに加え、自然

雪風洞実験装置を導入されており、研究の
場としても大きな魅力を感じました。

量が多いと時間がかかり、
ダイヤに影響が及

ぶこともあったんですね。

──雪塊はどんな問題を引き起こすので

しょう。
鳥居

外気温の変化で脱落した雪塊が飛

散したり、枕木の下のバラスト
（敷石）を飛
散させたりすることで、
周囲の施設などに被

面状発熱体の特性を生かし、短時間で落と

すことができないかという検証です。

細川 使用する素材は温まると冷めにくい特

性をもつ物に変更。
軽量化も図ることができ、
上々の効果を得ています。

──研究の今後についてお聞かせくださ

害をもたらすことがあります。

い。

細川 トンネル内で雪塊が脱落し、
跳ね返っ

鳥居

北海道新幹線にも採用されるよう、

て当たることで車両が破損するケースもある

引き続き研究開発していきたいと思います

定されますね。

います。

といいます。
北海道でも、
同様のトラブルが想

細川 自然雪風洞実験装置は、
平成28年度

鳥居

ました。着雪の状況をつくり出せる風洞実験

秋田新幹線よりも重要な課題だと思いま

私立学校施設整備費補助金を受けて導入し

いうえ、織物なので全面が発熱するという

北海道では、走行中に巻き上がる雪

ので、今後ともご協力いただきたいと思って

細川

私は
〝北の技術は北から〟
という思い

質のため車体に付着しやすく東北新幹線、

を持っています。
雪国の研究者として、
今回の

装置は全国でも数少ないものです。

す。

ますし、
この技術はさまざまな応用の可能性

──どういった研究内容なのでしょう。

細川

鳥居

ることを目標としています。

新幹線には車体周辺に、
自らが巻き

上げた雪が付着してしまう。それを面状発

将来の北海道新幹線でも、
この面状

発熱体が採用され、
トラブルの防止に役立て

熱体で防止、除去するための検証です。

──現在までの研究成果、課題は？

細川

鳥居

高速で走る新幹線は、在来線に比べ

鳥居 当社の面状発熱体は、国内繊維メー

カー、染色メーカー、大学などの異業種連

携組織が開発した、
カーボンナノチューブを
横糸の表面にコーティングした繊維で、走

行中の雪を再現した環境で効果を検証しま

した。

細川 東北新幹線などでは、
除雪具を使って
人力で雪を落としているとの事です。雪塊の

1年目の2017年は、面状発熱体を

常時温めて着雪を防止できるかを検証しま

したが、高速走行による風が急速に温度を

奪うなか、
かえって雪が付着しやすいという

ことがわかりました。

細川 外気温が低い時は、
雪が乾燥している

ので、
着雪対策上は冷えたままの方が、
むしろ
雪が付きにくい。
鳥居

電気抵抗が小さく立ち上がりが早

製品開発にも積極的に携わりたいと考えてい

も秘めています。

鳥居 信号機をはじめ雪が付着すると困る

インフラなどに、製品が役立てられればうれ

──IPEとして
「多学部生と学ぶ！実践 地
域医療」
がスタートしたきっかけは？
坂東

北海道薬科大学の時から、
夕張市立

診療所と地域連携協定、
天使大学とは大学

坂東

本学の薬学科・看護学科・理学療法

学科・臨床工学科と、
天使大学の看護学科・

栄養学科の2大学6学科から希望者を募り、
2泊3日で夕張の宿泊施設で合宿を行いま

す。
そして、
医師、
看護師、
薬剤師などの患者

学療法士から事務方まですべての職員が一
人の患者さんについて討論するなかで、
加齢

で錠剤が飲みにくくなっているが別の薬はな

さん宅への訪問に同行させていただくほか、

践のため、多職種連携による地域医療を実

その役割を感じてくるということが中心です。

自分を重ね、
今の知識では歯が立たないと自

始まりです。

伊東

スが多く見られます。

役立つ医療人の養成」
という教育目標の実

践していた同診療所に協力を要請したことが

中村

2007年、
夕張市の財政破綻にとも

なって170床の総合病院が閉鎖されたこと

を受けて、在宅医療を推進してきました。誇
れる話ではないかもしれませんが、医療、介

護、行政などの担当者が連携する姿にリア

ルに触れられる場ではあると思っています。
池元 当初は正直、私たちの現場から学ぶ

ことなどあるのか、学生さんには最先端医

医療・介護スタッフなど関係者の話を聞き、

薬学部では4年生で地域医療につい

て学びますが、
座学では現場のようすを掴む
のはなかなか難しい。
そこで本学のIPEは2、
3
年生を対象とし、
専門の学びに入る前に体験

として実際の雰囲気を知る機会としていま
す。

中村

専攻の異なる学生が一緒に学習す

体験だと思います。

池元

伊東 夕張では医療従事者が協力し合う体

ければ、実際のところは分からないのです

て、
こうした連携を通した開発にさらに協力し

問してくれる薬剤師などが増えると、
とても助

れますし、約束の時間に伺ったけれど留守

高く、
その点でも学ばせていただく良い環境

だと思いますね。

──夕張では、
どのような学習を行ってい

るのでしょう。

期待を寄せています。互いの領域を理解す

ることが何よりも大切ですから。

を広げていっているようです。

細川 低温環境の実験施設、
フィールド試験

言っていただくなど、
在宅医療への理解度も

し、
こうした場面に触れた学生に、私たちは

は、時間がかかるものです。
その全体像を3

日ほどで一通り眺められることは、貴重な

かるので教育に協力したい〟
と住民の方から

中村 たとえば医師はどんな情報を必要と

しているかを知ることもできると思います

に行うディスカッションでも、
他学科・他学の

充実が求められるなか、
その一つのモデル

制が円滑に回っていると感じます。
また、
〝訪

覚して、
その後の学びが変わるといったケー

職種の役割を理解することは不可欠となり

ますが、地域医療の仕組みや流れを知るに

を知ってもらう機会にはなっていると、今は

線が集まる。
その緊張感のなかで答える姿に

伊東

現場に出れば、一人の患者さんに関わる多

療を見せないと意味がないのではと思って

いました。
ただ、十数年が経ち、在宅医療の

いかといった話があると、
一斉に薬剤師に視

るというスタイルはユニークですね。医療の

自負しています。

ていきたいと思っています。

見学するのですが、
医師、
看護師、
薬剤師、
理

間連携協定を結んでいました。
「地域医療に

しいですね。

施設とともに多分野の知識が集まる本学とし

す限り、診療所で行われるカンファレンスも

池元

同じ患者さんの家に何度も通わな

が、
そこでどんな接し方をしているかを見ら

だったなど、在宅にはアクシデントがあるこ

とを知るのも、勉強になるのではないでしょ
うか。

──学習効果として感じられることはあり

ますか？
坂東

大いにありますね。
スケジュールが許

卒業後は、在宅医療に関わりたいと

話す学生もいます。
在宅での見学も、
最終日

学生と交流し、話し合いながら、
自分の考え

薬剤師に限れば、在宅では薬の効

果や副作用をつぶさに知ることができるほ

チーム医療の実践が不可欠な地域医療の現場を知る︑

株式会社Fabtech

て雪が付きやすいんです。
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多学部生と学ぶ！実践 地域医療

これからの医療環境を牽引する人材を育成するIPE

北海道新幹線の札幌延伸が進むなか︑
課題視される着雪

積雪地域特有の現象に対処する︑
新しい技術の実証研究

新幹線車両の難着雪装置の開発

か、その方に合った薬の種類・剤型などに

ついて医師に助言できます。調剤業務を超

えたやりがいも感じて欲しいと思っていま
す。

坂東 そうですね。
実力さえあれば地域で信

頼され、
裁量もどんどん増えるなど、
専門家と

して活躍する幅が広がります。
その魅力を知

り、
将来は地元に戻って地域医療の発展に力
を発揮する人材を、IPEを通して育成できれ
ばうれしいですね。

13

