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【要約】多職種チームの知識共有・共創をめざし，思考スキームを用いた協働方法論を開発している．本

開発は医療・介護の実践者向け研修等を通じて，現場に提供される中で，実践者からのフィードバックを受

けながら改善を進めている．本研究では，本手法で知識共創を促すための改善をするため，知見を得るため

に行った実験結果を考察する．結果，事例を連続して実施することで一定の知識共創の促進につながること

が見出せた．さらに，実践者が知識共創をよりしやすい手法にするため，補完するものとして本手法のプロ

セスに改善を加えることが望ましいという結論を得た． 

 

【キーワード】知識共創 多職種連携 思考スキーム 

 

1. はじめに 

筆者は医療職と福祉職間を中心にした，多職種連携における知識共創を目的とした協働手法（以下

Inter Professional Knowledge Co-creation approach とする）を開発している（神山，佐々木，2011）．本研

究では，認知構造を表出するための枠組みとして「思考スキーム（Thinking Scheme）」を提示する．

思考スキームは事実（Fact），価値（Value），結論（Deduction）の 3 要素から成り立つ枠組みであ

る．思考スキームは知識共創を促す思考活動の促進するもので，経験等暗黙知を整理し，自己の思

考活動のリフレクションを手伝うものである．さらに，その枠組みを他者との比較で用いることで，

他者との思考レベルでの共有，さらには知識共創を促す．自己の暗黙裡の行動の判断や前提を明確

に導出することが促されるため，より深いレベルの自己への問いが強制される．思考のあり様を明

示することで，異なる認知構造を持つ者との間で齟齬を小さくした知識共有が可能となり，知識共

創が促される． 

この思考スキームに基づいた多職種連携の知識共創手法である IPKC は，以下の手続きで実施される． 

 

表 1：IPKC の手順と作業概要，使用ツール 

手順 作業概要 使用ツール 

1 事例の理解 （事例動画等） 

2 事例における自己の思考スキームの指摘（抽出） 思考スキーム付箋（下図参照） 

3 チームで思考スキームの共有 プロットマップ 1表（下図参照） 

4 チームで思考スキームに基づく知識共創 プロットマップ 2表（下図参照） 

 

 手順 3 からはチームでの作業となり，プロットマップ 1 表でチーム内の思考スキームの分布状況を把

握する．チームで事実，根拠，行動の枠組みがどのようになっているのか，どのような要素の組合せで

思考スキームを指摘しているか，共有した思考スキーム等を把握する．続いて， 1 表で明らかとなった

メンバー間の思考スキームの状況からプロットマップ 2 表で各メンバーの共有率を算出し，そこから危

険の予知とそれへの対策を案出する．この最後の段階に知識共創としての性格が含まれると考えている．

予知から対策という中で，現状のチームの思考スキームに基づきながら，その展開をめざすことができ

るようにすることがこの手法の重要な機能である． 
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図 1：（左）思考スキーム付箋，（中）プロットマップ 1 表，（右）プロットマップ 2 表 

 

2. 問題意識 

これまで，IPKC は個人参加の研修や法人向けの施設内・院内研修で実施し，のべ 200 名程度の医療

職，福祉職および周辺職が参加した（これらの研修では inter- professional Kiken Yochi Management：ipKYM

という名称で実施）． 

実施した結果から，以下のような問題意識を持っている．多職種チームで思考スキームの共有を通じ

た，知識共創を促すためには，思考スキームやプロットマップ 1 表 2 表等を用いた作業過程のみでは不

確実な面がある．参加者の特性に依存せざるを得ない．可能な限り，参加者の特性に依存せずに一定の

知識共創を促すためには改善が必要である． 

そこで，改善の方策として 2 つのアプローチを検討する．一つは，思考スキームの作業内容に新たな

枠組みを導入し，参加者の思考を知識共創に向けて促すものである．二つ目は，短期間に事例を複数実

施し，その学習効果によって知識の共創が促進されるようになることを期待するものである． 

 

 
 

図 2：知識の共創のモデル［Thomas（1976）を改変］ 

 

本研究でいう知識共創は，Thomas（1976）の対立－処理適応を基にしたモデルである（図 2）．参加

者全員が共に満足できる知識の産出（協調的），自己の満足よりも他者の満足を優先して妥協する（順
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応的），他者との競争に勝利し，全面的に相手に妥協させる（競争的），最初から他者を認めない（回

避的），全員が同程度ずつお互いに歩み寄り，お互い中程度の満足度でおりあう（共有的）の 5 つの段

階を想定し，IPKC で共有的段階を安定的に達成することをめざす．最終的には協調的段階にいたるこ

とをめざす．また，本研究では，思考スキームが共有されることが Kockelmans（1979）らのいう共通基

盤になると前提して思考スキームを共有した上で，そこから知識共創をめざす考え方を選択する． 

そこで本研究は 2 事例を連続して実施し，学習効果によって知識共創が促進されるかどうかを試行し

た．本研究は，神奈川県立保健福祉大学実践教育センター多職種連携推進課程における「安全管理と多

職種連携１」科目内の「多職種による危険予知とその対応」回（2015 年 10 月 3 日）での講義中に実施

したワークショップで実施した．参加者および神奈川県立保健福祉大学実践教育センターには研究倫理

に基づいた許可を受けた．参加者から調査結果を学術目的で公表する旨の同意を得た． 

以下はその結果と考察である．参加者は 28 名（うち 1 名は 1 事例のみ参加）で，神奈川県立保健福

祉大学実践教育センター多職種連携推進課程に在籍する実務者である．4 名で 1 チームとなり，7 チー

ムを編成した．職種と各参加者の思考スキーム指摘数（各参加者が事例について自己の思考スキームを

抽出できた数を指摘数とする）は下表の通りである． 

 

表 2：参加者職種と思考スキーム指摘数（2 事例合計） 
班 職種 指摘数  班 職種 指摘数 

1 班 看護師 A 23  4 班 介護支援専門員 C 13 

看護師 B 39  看護師 H 14 

看護師 C 23  看護師 I 13 

介護支援専門員 A 13  看護師 J 22 

2 班 介護福祉士 13  5 班 介護支援専門員 D 17 

介護支援専門員 B 18  看護師 K 19 

看護師 D 16  看護師 L 17 

看護師 E 22  介護支援専門員 E 26 

3 班 看護師 F 25  6 班 看護師 M 8 

介護職 13  看護師 N 22 

看護師 G 22  診療情報管理士 10 

保健師 19  後見人 25 

    7 班 看護師 O 15 

    看護師 P 16 

    看護師 Q 14 

    相談員 15 

    平均指摘数 18.29 

 

3. 個人単位での思考スキームの共有率 

個人単位で，指摘できた思考スキーム数は，嘔吐事例で 9.64，嚥下事例で 8.64 だった．本実験では参

加者が嘔吐事例の方がより指摘しやすかったといえる．2 事例間の変化をみると，減少する参加者が目

立つが，減少した参加者は 13 名，増加した参加者は 13 名，変化なしが 2 名だった（図 3）．1 事例目

で事例動画からの自己の思考スキームの抽出・指摘について学習し，2 事例目で効果的に思考スキーム

を抽出・指摘できると仮定すれば，変化率が増加する参加者が多くなると思われる．しかし，減少した

者，増加した者が同数であったということは，思考スキームの指摘数において，学習効果は期待できな

いと考えられる．ただし，参加者のインタビューでは負担感が軽減されたという意見を聴取できた．ま

た，記述時間についても短縮が観察された．このような観察事項を含めて総合的に考察すると，作業上

の学習効果は期待できるが，事例の内容が持つ特性からの影響が大きく作用すると考えられる． 
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図 3：個人別の 2 事例間変化（実数） 

 

次に，指摘した思考スキームが他の班員とどの程度共有できているかを分析する（図 4）．個人単位

の思考スキーム共有率は最大 100%，最小 0%だった．たとえば，1 班の看護師 A は指摘した思考スキー

ムすべてが班員のいずれかと共有されている状態（100%）だった．4 班では 2 名の班員が他の班員のだ

れとも思考スキームを共有していない状態（0%）だった．思考スキーム共有率の平均値は嘔吐事例で

48%，誤嚥事例で 50%だった．過去の実験の結果から判断するには，実施条件が異なるため，厳密には

比較できないが，本実験結果は高い共有率に該当すると判断できる． 

 
図 4：思考スキーム共有率（個人単位） 
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図 5：思考スキームの共有率（対個人別総数） 

 

個人が指摘したすべての思考スキーム中，共有された思考スキームの割合をみた（図 5）．最も高い

割合を示したのは看護師 A で 83%，次いで看護師 O の 73%だった．反対に低いのは診療情報管理士の

10%，看護師 I の 15%だった． 

思考スキームの共有率の 2 事例間の変化（図 6）をみると，14 名が 2 事例目で共有率が上昇し，14 名

が減少した．共有率が増加した者，減少した者は同数だが，減少した者では-88%がもっとも大きく減少

し，4 名程度の減少者以外は軽微な減少幅であるといえる．一方，増加者は 30%から 40%の帯域に分布

しており，2 事例目で他の班員との共有率が向上したと考えることができる．これは，思考スキームの

指摘数自体が減少しているため，組合せ数の問題から共有する確率が増加したことによる結果ではない

かと考えられる．1 事例目を経験したことで，互いの思考がすり合わされて共有する思考スキームが増

加したと考えることもできるだろう．しかし，本実験の参加者は本実験前にもグループワークを行う班

として機能しており，今回の事例での経験のみで思考が共有されているとはいえない．その上，1 班は

看護師の背景知識を持った者の班であり，1 事例目では共有率が高かったにもかかわらず，2 事例目で

は共有率が大きく減少しているからである．次に，班単位での分析・考察を行う． 

 

 
図 6：個人別の思考スキーム共有率の変化 
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4. 班単位での思考スキームの共有率 

班単位での思考スキームの共有率をみる（表 3）．1 班では，1 事例目で 3 名の班員が高い共有率をみ

せた．しかし，2 事例目では共有率は減少した．1 班以外の班では，2 事例目での共有率の向上がみられ

た．このことから，2 事例目では班単位では思考スキームの共有率が向上した可能性がある． 

 

表 3：班別の共有率の事例間変化 

 
嘔吐事例 誤嚥事例 変化 

1班 81% 32% -49% 

2班 50% 53% 4% 

3班 55% 61% 5% 

4班 15% 42% 27% 

5班 53% 45% -8% 

6班 31% 52% 21% 

7班 52% 69% 18% 

 

5. プロットマップ 2表の記述 

 最後に，プロットマップ 2 表の記述部分（予知と対策）がどのように結論付けられているかを考察す

る（表 4）．ここでは知識共創がどの程度進んだかを把握する．結果として，予知の部分では「共有具

合」や「共有から得られた感想」，さらに「見落とし」等に言及されている．対策の部分では，予知を

踏まえた展開に言及するものが多かった．これまでの結果の蓄積から判断して，本実験では総じて知識

共創が成されたと考えられる（神山，佐々木，2013）． 

今回の結果では，プロットマップ 1 表からの流れで予知と対策が議論されており，さらに，思考スキ

ームの現状についての好意的解釈と消極的解釈がされている． 
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表 4：プロットマップ 2 表の「予知」「対策」の記述 

 過程 嘔吐事例 誤嚥事例 

1 班 

予知 

・4 人中 3 人がかぶっている項目が多く，視野が狭くなり，
盲点を見逃す可能性がある． 

・1 人の異なる意見がつぶされる危険性がある．（発言し
づらい．多数決のようになると弱者になってしまう可能
性） 

・かぶっているセルとかぶっていないセルが同じくらいの数であ
った．（バランスが取れたチーム） 

・セルの内容が似通っていたり，複合的に関連していたりしため，
プロットするときにバラけた可能性がある．（話し合ってみると，
メンバーは同じような視点だった．他の支店が見えない危険性） 

対策 

・多面的な視点からの意見をメンバー間で尊重試合，話し

合える雰囲気が大切． 

・少数意見にも耳を傾け，理解しようとする姿勢が必要． 

・人と違う意見でも勇気を持って発言する． 

・全員が看護師，まったく違う職種が加入して，他職種で話し合

う． 

・事例によって，かぶるセルが多くなったり，減ったりすること
を体験した． 

・どうしても医療的な視点が多くなり勝ち．本人や周りの人への
対応も必要だと感じた． 

2 班 

予知 

チームの個々の視点が自律しているがゆえに予知に不備

があった場合は，お互いに補完しあっている視点が，その
まま盲点になる可能性が高い． 

・看護師視点：看護師にしか気がつかない視点があった． 

・福祉の視点：以下に安楽・安全においしく食べて燃えるのか．
暖かいものを暖かいうちに． 

・介助するという一方的な行為ではなく，介助していいかどうか

という視点，確認をするというのは福祉職の視点ではないかと感
じた．その職種にしか気づかない視点があることに気がついた． 

対策 

・さらに「その後」を想定する話し合いをする． 

・お互いに保管しあっている視点の長短に留意する． 

・事例の 1，2 共に，目だった変化はなかった． 

・福祉職：生活が視点，看護職：病状が視点，ここを以下に寄せ

ていくかが連携の大切なことだと感じた．職種によって思考の癖
を改めて実感． 

3 班 
予知 

・他の人とかぶったマスが多いため，見えないことが多い． 

・嘔吐者に対する対応はできているが，（自分自身に）ケ
アする側の感染予防ができていない． 

・他の 3 人に対する配慮ができていない． 

・食事をする行為そのものに注目した誤嚥に意見が集中した． 

・環境への配慮（人員配置，衛生面，誤嚥以外の危険）の意見が
少なかった． 

対策 ・全体の状況を把握し，指揮する人が必要． ・少数意見を汲み取り，バラけた意見を生かす工夫が必要だった． 

4 班 

予知 

・全員が吐物処理と嘔吐した者に対して動くため，もし感

染症であれば，感染する可能性がある． 

・司令塔となる人がいない（みなが動いてしまう） 

・食前の誤嚥予防までの意見が出なかった． 

・食事を続けていたため，誤嚥時のケアが少なかったが，その後
の弊害についてみなで共有しないといけない． 

・その人がどのようにしたいのか気持ちを汲み取って，（転倒転

落の危険性から食べる楽しみ）ケアを考えないと押し付けになっ
てしまう． 

対策 

・声かけしながら動く． 

・指示を出す人を決める． 

・感染の可能性を頭に置きながら行動する． 

・場面によって，動くかをマニュアル化する． 

・食前の誤嚥予防 

・対象者の情報共有（病状（疾患の根拠）の把握．自助具の使用

方法，食形態について）． 

・残存機能を生かして，どうしたら，むせ，誤嚥のないようにで
きるか．（見守りを含める．本人がどこまできるのか） 

5 班 

予知 

・プロットマップを見ると，本人二メガ行きがちであり，
周囲への配慮が不足する可能性がある． 

・次の処置を考えるための情報収集に偏っている． 

・環境と姿勢の修正はかぶっていた．状態の観察を行える． 

・しかし，今後の困りごとの把握までにはいたらなかった． 

※看護師は生活面での項目があがってきていなかった．ケアマネ

ジャ 2 人は生活面での項目が多くあがってきた．職種によって，
患者の状態把握の仕方が違った． 

対策 
・自分の考えていること，行動しようとすることを声に出
して表現する．理由として，プロットマップで自分と重な

っていない部分があることに気づいたため． 

・前回もかぶらない項目が多かった． 

・職種の特色を理解する必要がある． 

6 班 

予知 
・視野が広いため，共通認識へとならない可能性 

・視野が狭いため，多面的に発想できない可能性 

・誤嚥に着目したセルはみんなが思っているため，危険予知は十
分であるが，他の危険因子に気づいていない可能性がある． 

対策 
・お互いの話をよく聞き，特徴を理解し，情報を共有する

ため話し合いをする． 

・看護師に偏っているため，嚥下面等の PT，ST などに介入して

もらい，多職種との連携（助言）が必要． 

7 班 

予知 

・事実の原因を推測することに全員の意識が向いている． 

・目の前の問題にはとりあえずの対応ができているが，そ
の後の予防やとるべき行動に対しての視点が少ない． 

・生命に直結する認識，行動は伴っているため，その部分は危険

予知できていると判断した． 

・共通しているセルが多いため，視点が狭くなりがち．少数意見
も取り入れていく． 

対策 
・それぞれの専門職視点から根拠に基づいた行動を共通認
識できるようにすり合わせる． 

・表情や精神面への着目が少なかった． 

・福祉用具の具体的なアイディアが狭かった． 

・具体的なアイディアが出ないため，他の職種にも入ってもらう． 
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6. 結論 

以上の結果から，知識共創を促すための IPKC の改善の方向性として，事例を短期間に連続して行う

ことによる学習効果を期待して作業内容を設定するというオプションは，弱いながらも可能性がある．

しかし，それのみで参加者の特性のばらつきを乗り越え，一定の知識共創にまでたどり着くかどうかに

ついては疑問である．そこで，もう一方のオプションである，作業手順の直接的な改善を同時に実施し，

プロットマップ 2 表における予知と対策を導くプロセスを設定する． 

具体的には，各チームメンバーの思考スキーム分布から個人の思考スキーム特性を設定し，各特性に

好意的解釈と消極的解釈を参加者に示す．思考スキーム特性は，本研究で議論してきたように，自分と

他のチームメンバーとの思考スキーム共有（率）の包含関係から類型を設定した．これら特性の束とし

てのチームでどのような好意的展開が期待できるか，消極的展開があるのかを考慮してもらえるように

促進的プロセスと枠組みを導入する． 

本研究の成果として，多職種の実務者の協力を得て IPKC の改善の方向性が導出された． 
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