
コラボレーション テクノロジ
を活用して学習を促進する、
医療教育のパートナーシップ 
ケース ウエスタン リザーブ大学医学部と、そのコースの 1 つである
クリーブランド クリニック ラーナー医科大学 (CCLCM) は、Microsoft 
Surface Hub チーム コラボレーション デバイスのパイロット版を利用し
ています。ラーナー医科大学の学生たちは、ビデオ、イメージ、手書き
コンテンツが含まれる症例を共同で学びます。この大学のキャンパスで
は、医学部や他の学科の学生たちが、興味深い学習体験をもたらすデバ
イスの潜在能力を引き出します。 

ケース ウェスタン リ
ザーブ大学 

www.case.edu
従業員数: 5,800 名 
学生数: 10,000 名

クリーブランド クリニ
ック ラーナー医科大学 
(ケース ウエスタン リ
ザーブ大学のコース) 

my.clevelandclinic.org
医師および科学者: 3,000 名
従業員数: 30,000 名

http://www.case.edu
http://my.clevelandclinic.org


オハイオ州クリーブランドに本拠地を置くクリーブラン
ド クリニック ラーナー医科大学は、ケース ウエスタン 
リザーブ大学医学部のコースの 1 つで、クリーブランド 
クリニック キャンパスにおいて学生中心のコラボレー
ション学習アプローチにより治験責任医師を育成してい
ます。この大学は、医科、歯科、看護科の他にも、いく
つかの専門課程や学部過程を提供しています。 

ビジネス ニーズ 
クリーブランド クリニックおよびケース ウエスタン リザーブ大学は革
新的医学教育の先駆者として、医療における共同作業や専門分野間の
連携が増すにつれ、医療や保健について学ぶ学生もそれに備えなけら
ばならないと認識しています。 最先端の医療教育キャンパスの共同開
発を進めているクリーブランド クリニックとケース ウエスタン リザー
ブ大学は、先進的な環境で基礎科学、研究、臨床医学を統合すること
により、医療専門家を育成するための水準を高めようとしています。

Neil Mehta 医師 (クリーブランド クリニック ラーナー医科大学、医学
部准教授および教育工学部学部長補佐) は、CCLCM がどのようにして
その理念を現在の医学生に対して実現しようとしているかを語りま
す。「私たちは問題解決型学習 (PBL) と呼ばれるモデルを使っていま
す。学生は 1 週間にわたりグループで症例の解明に取り組みます。 そ
れぞれの症例はいくつもの部分で構成され、学生は 1 日あたり 2 時間症
例について学びます。 自らの学習目標を立て、知識を共有し、共同し

「さまざまな技術
的コンポーネン
トを組み合わせ
ても、Microsoft 
Surface Hub の機
能の半分にしか
なりません」と 
Yuhnke 氏は言い
ます。」

—Brian Yuhnke 氏、ケ
ース ウエスタン リザー
ブ大学、インストラクシ

ョナル デザイナー



て解決方法を導き出します。」 

CCLCM ではコラボレーション エクスペリエンス
のためのテクノロジ (Microsoft OneDrive と共有の 
OneNote ノートブックなど) を使用していますが、
ハードウェアの一部には改善の余地があります。
「私たちは症例をノート パソコンからプロジェ
クターに映し出し、学生たちはアイデアや学習目
標をアナログのホワイトボードに書き留めます。
後で見直すためにホワイトボードの写真を撮る学
生もいますが、学習目標について調査するときに
そのコンテンツを使うためには共有のノートブッ
クに追加しなければなりません」と Mehta 氏は
話します。「テクノロジは直感的で目に見えない
こと、学習に集中できるものであることが理想で
す。学生がテクノロジを扱うために使う時間は、
たとえ 1 分でも学習に費やしてほしいのです。」各
教室にデジタル ホワイトボードも設置されていま
すが、機能が直感的ではなく単なるディスプレイ
として使用されることがほとんどです。

ソリューション 

CCLCM はチームベースの学習を促進するテク
ノロジ環境を整備しようとしていました。 そこ
で、Microsoft 出資のパイロット プログラムの一環
として、2 台の Microsoft Surface Hub チーム コラ
ボレーション デバイスの導入を決定しました (1 台
は PBL 室用、1 台は一般会議室用)。 

Surface Hub は大画面 HD タッチ デバイスであり、
統合ビデオ会議 (Skype for Business の機能を利用) 
と Microsoft OneNote に基づくデジタル ホワイト
ボード機能が提供されます。このデバイスには 
Microsoft Edge ブラウザーも含まれており、分割画
面表示でホワイトボードと並べて表示できます。
学生たちは自分たちの PBL 症例や他のオンライン 
リソースを Edge で表示し、コメントを付けてか
ら、シームレスに OneNote にインポートすること
ができます。Surface Hub デバイスで共同作業を行

う際、学生は OneNote ホワイトボードを使用して
ノートを取ったりコンテンツにコメントを付けた
りし、作業内容を OneDrive オンライン ストレー
ジに保存して後からコンピューターやモバイル デ
バイスでアクセスすることができます。「会議で 
Edge と OneNote を使用することにより、学生、教
員、スタッフはコンテンツを後から簡単に参照、
共有、使用できます。また、Surface Hub は WiDi 
や Miracast テクノロジに対応しているため、学生
は自分のノート PC からワイヤレスで投影して、
学習内容をチームと共有することもできます」と 
Mehta 氏は話します。 

ケース ウエスタン リザーブ大学医学部は IQ プロ
グラムで Surface Hub を使用しています。このプロ
グラムは、医学部 2 年生の 8 人ずつのグループと
進行役が 1 学期間定期的にミーティングを行い、与
えられた症例を調査して診断する重要な学習セッ
ションです。 

この大学のインストラクショナル デザイナーであ
る Brian Yuhnke 氏は、Surface Hub のミーティン
グ エクスペリエンスを支える Skype for Business 
の機能が教員からも学生からも高く評価されると
確信しています。「教員は、研究施設などの現場
からでも教室からでも参加しやすいと感じるでし
ょう」と Yuhnke 氏。 Surface Hub の内蔵カメラ
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と音声を追跡してノイズを消すマイク配列により、会議のリモート参
加者も快適にコミュニケーションを取ることができます。 

何年間もビデオ会議、デジタル ホワイトボード、プレゼンテーショ
ン ソリューションを組み合わせて使ってきた Yuhnke 氏は、これら
のテクノロジが 1 つの使いやすいデバイスにまとめられたソリュー
ションに期待を寄せています。 「さまざまな技術的コンポーネント
を組み合わせても、Surface Hub の機能の半分にしかなりません」と 
Yuhnke 氏は言います。「テクノロジによって学習が妨げられると、
学生は昔ながらの学習方法に戻ってしまいます。きちんと動くデバイ
スを用意してそのような問題が起こらないようにすれば、学生は自発
的に勉強を始めるでしょう。」 

メリット 
実際の現場を想定したコラボレーション学習 
ケース ウエスタン リザーブ大学医学部の IQ プログラムで
は、Surface Hub デバイスを使用することにより、参加者の密接な連
携が可能になります。 「マルチタッチ インターフェイスのおかげで
複数のグループや教員たちが同時に操作できます。Surface Hub の前
に立って操作しても、接続されているモバイル デバイスを使用して
もいいのです」と Yuhnke 氏は話します。 

Surface Hub デバイスは、心エコー図や MRI (磁気共鳴イメージング) 
画像といった症例のコンテンツに新たな息吹を吹き込むと、Mehta 氏
は語ります。彼はさらに計画を立てています。「学生たちが症例を読
み取るだけでなく、Skype for Business でのグループ ミーティングに
模擬患者 (実際の患者の特徴を演じるようにトレーニングを受けた人
物) を参加させて症例について話し合えば、さらに現実の治療に近づ
けることができるでしょう。」 

シンプルで柔軟性の高いテクノロジの価値を認める学生 
馴染みのある操作方法で簡単に使用できる Surface Hub により、ケ
ース ウエスタン リザーブ大学の学生たちは勉強そのものに集中して
取り組むことができます。「純粋に学ぶことができるのは、学生た
ちが与えられたテクノロジについて考えなくてもよいときです」と 
Yuhnke 氏は言います。「1 つのシステムでシームレスに私たちのニー
ズを満たすことができるのは、これまでの学習環境と比べて大きな前
進です。学生たちは教室に入ってすぐに共同作業を開始できるように
なります。」 
導入がシームレスに行われることは、IQ グループでも実証されまし
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た。学生たちは Surface Hub を使用してノートを取り、Web ベース 
コンテンツを操作し、情報をデジタルに共有します。導入がスムーズ
だったため、学生たちは IQ セッションにおいてホワイトボードを使
用しなくなりました。 

大学は、テクノロジに精通した現代の学生はデバイスを使用する独
自の方法を見つけると予想しています。「Surface Hub のようなテク
ノロジを自由に使える機会を与えると、学生は私たちが考えもしなか
ったような使い方や学習方法を何通りも編み出すはずです」と Chris 
Sheridan 氏 (ケース ウエスタン リザーブ大学、マーケティングおよび
通信学部副学部長) は語ります。 

医療系学科を連携させるシームレスな接続 
医療教育キャンパスは、医療に対するチーム ベースのアプローチに
基づき、Surface Hub デバイスを使用してさらに多くの学科を PBL エ
クスペリエンスに組み込もうとしています。「症例の共同学習に複数
のコースの学生が参加できるようにしたいのです」と Mehta 氏は話
します。「ビデオ会議を通じて、医学部の学生たちが薬学科や看護学
科の学生たちと一緒に学習目標を達成できるようになるでしょう。」 

物理的な距離を縮める統合ビデオ会議 
CCLCM と大学の学生たちは、Surface Hub ビデオ会議を使用すればほ
とんどだれとでも共同作業を行うことができます。「この種のテク
ノロジの利点の 1 つは、人々の距離を縮められるということです」と 
Sheridan 氏は述べます。「だれもが顔を合わせて話すことができ、画
面上で図やアイデア、メモを共有してその場で比較することができる
のです。」 

Microsoft Surface Hub 
Surface Hub は、Windows 10、OneNote、Skype for Business などの Microsoft のソフトウェアや
サービスとの連携によってグループの力を解き放つ、コラボレーション デバイスです。 

Microsoft Surface Hub について詳しくは、以下をご覧ください。 www.microsoft.com/surfacehub

この導入事例は、情報提供のみを目的としています。MICROSORT は本書の情報について、明示的に
も黙示的にもいかなる保証もいたしません。ドキュメント公開日: 2016 年 1 月
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