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概要 

本稿の目的は，患者中心のチーム医療に有効な医療機器の開発に繋がる潜在的なニーズの発見方法を共創概念を手

がかりに構想することである．そこで，拡張的学習論の発達的ワーク・リサーチを用いた現場調査を実施した．あ

る地方都市のリハビリ病院で患者中心のチーム医療を実践する看護師を研究協力者として，参与観察とインタ

ビュー調査を行った．調査結果について，ノットワーキング，共創概念としての天然知能，ささやかな自己実現の

概念を用いて，分析と考察を行った．その結果，看護師たちの実践の中に，ささやかな自己実現が外部から召喚さ

れ，天然知能モデルに基づく共創と捉えることができる現象を見出すことができた．さらに，ささやかな自己実現

における仲間貢献の段階を経て，医療機器メーカーの開発者やチーム医療のメンバーが内部観測的な視座を持つよ

うになるプロセスを示し，医療現場に有効な医療機器開発に繋がる潜在的なニーズが発見＝共創されるという内部

観測的な方法を提示した． 
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Abstract 
The purpose of this paper is to form the method, based on the concept of co-creation, for discovering potential needs that will be 
led to the development of medical devices that are effective for patient-centered team medicine. Therefore, we conducted the 
field work using of developmental work research based on expansive learning. In the field work, we conducted a participant 
observation and interviews with a nurse, as a research collaborator, who practice patient-centered team medical care at a 
rehabilitation hospital in a local city. We analyzed and considered the field work results using knotworking, in-born intelligence 
as the concept of co-creation, and small self-actualization. As a result of the analysis and consideration, we found phenomenon 
in the practice of nurses, which can be regarded as co-creation based on in-born intelligence model, with the appearance of small 
self-actualization from the outside. Furthermore, we showed the process by which even developers of medical equipment 
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manufacturer and members of team medicine can have an internal measurement perspective after passing through the stage of 
contribution to fellows in small self-actualization. We came up with the internal measurement method to discover = co-create 
potential needs that would lead to the development of effective medical devices in the medical field. 

Keywords  
potential needs for developing medical devices, internal measurement, knotworking, in-born intelligence, small self-actualization 

 

 

1 はじめに 

国民皆保険制度にはじまり，高度な公衆衛生対策や

医療技術などの保健・医療システムの確立と実施の結

果，日本は人類未踏の長寿社会を実現した．そこで，

2014 年に政府は単なる長寿ではなく，「健康長寿社会」

の形成を目指した健康・医療戦略をまとめ，推進してい

る[首相官邸 2014，2020]．そこでは，健康寿命をテーマ

に 2030 年のあるべき姿が掲げられている[首相官邸 
2014 (p.5)]．まず，厚生労働省は，そこで示されている

患者の状況が多様化・複雑化する医療現場に対応する

ため，多職種連携によるチーム医療の促進に取り組ん

でいる[厚生労働省 2011 (pp.1-3)]．チーム医療は，「患者

中心の医療」[Stewart 1995]を実現するために，医療現場

で実践されている．特にリハビリテーション（以下「リ

ハビリ」という）病院では，患者の退院後の生活支援の

ために，患者中心のチーム医療が実践されており，健康

長寿社会の形成に貢献している． 

こうした高度な医療を実現するためには，医療行為

を支援する医療機器の役割も大きい．冒頭の健康・医療

戦略においても，健康長寿社会形成にとって欠かせな

い産業として育成することが述べられている．しかし，

医療機器産業が抱える問題として，異分野の協働・連携

が活性化していないことが挙げられる．そこで冒頭の

戦略の一環として，2015 年に，実用化のための研究支

援を行う，日本医療研究開発機構[2020]（以下「AMED」

という）が発足している．AMED は国内の医療機器産

業における医工連携の促進に取り組んでいる．例えば，

医療現場のニーズを医師から直接抽出し，医療機器

メーカーへ提供するサービスとして，2015 年に開始さ

れた「医療機器アイデアボックス」というマッチングサ

イトが挙げられる[医工連携イノベーション推進事業 
2015]． 

しかし，医師から抽出し，提供することができるニー

ズは，顕在的なニーズである．現場に有効で必要とされ

る医療機器開発のためには，医師や医療従事者ですら

気づいていない，現場に潜在するニーズの探究が必要

なのではないだろうか．そうだとすると，多様化・複雑

化するリハビリ病院に必要とされる医療機器の潜在的

なニーズを探究するための方法とはどのようなもので

あろうか． 

本稿は，こうしたリサーチクエスチョンのもと，共創

概念を手がかりに，現場参加型の調査方法により，患者

中心のチーム医療が行われているリハビリ病院での看

護師の実践を明らかにし，現場に有効な医療機器開発

に繋がる潜在的なニーズ探究の方法を構想することを

目的として，医療機器開発に従事する民間企業の研究

員により実施された現場調査と考察である． 

まず現場参加型の調査にあたって調査方法として，

Engeström [1987]が提唱する，拡張的学習論[注 1]におけ

る発達的ワーク・リサーチ[注 2]を採用した．調査結果

の分析には，まず拡張的学習論が提供するノットワー

キ ン グ の 概 念 [Engeström 1999; Engeström 2003; 
Engeström 2008; Martin 2008; 山住・エンゲストローム 
2008] を用いた．次に共創に関する研究手法を現場に提

供していくための議論を行っている共創学会 [共創学

会 2018] が提供する共創概念の中でも，外部を召喚す

る概念として，天然知能モデル [郡司  2019a; 郡司

2019b; 郡司 2020; 郡司 2021]を採用した．さらに，チー

ム医療のような複数者が関与する現場におけるノット

ワーキング現象の天然知能的構造を，当事者の利己的

動機と仲間貢献という概念で解読可能な，ささやかな

自己実現モデル[増田 2004; 増田 2013 (p.265)]を援用

した． 

次に現場に有効な医療機器開発に繋がる潜在的な

ニーズ探究の方法を構想するにあたって，まず現場調

査結果の分析で用いた，天然知能とささやかな自己実

現の概念の他に，内部観測の概念[郡司  1997; 郡司 
2006; 増田 2013; 諏訪 2019]を援用して考察を行った．

次に実務者自らが研究者となり現場調査行うための内

部観測法[増田 2013]により発達的ワーク・リサーチを

拡張した現場調査方法である創発的ビジネスフィール

ド・リサーチ（Emergent Business Field Research 以下「EBR」
という）[藤原 2015]を基底に，前段で構想された方法を

現場へ適用するための手続きと実践可能性について議

論した． 

本稿の構成は次の通りである．まず，本研究の背景と
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先行研究を概観した後，研究の理論的背景を論じる．次

に調査方法と調査結果を示す．その後，現場調査に関す

る分析と考察を行い，さらに潜在的なニーズ探究の方

法とその実現可能性に関する考察を行う． 後にまと

めを述べる． 

 

2 背景と先行研究 

2.1 チーム医療 

多様化・複雑化する医療現場では，「患者中心の医療

[Stewart 1995]」を実現するために，多職種連携による

チーム医療が取り組まれている．チーム医療において

は，多職種が参加するカンファレンスが重要である．特

にリハビリ病院においては，患者の退院後の生活支援

のために，健康状態だけでなく，経済状況，家庭環境な

ど多角的に考慮する必要がある[厚生労働省 2011 (p.5)]． 

看護師を中心としたチーム医療の目的は看護師の質

の高い医療の提供，多職種との連携，人材不足の解消で

ある．目的達成のため，資格認定制度（専門看護師，認

定看護師，認定看護管理者）が設けられている [日本看

護協会 2016]．専門看護師とは，多職種との連携による

医療の質の向上に努め，複雑で解決困難な看護問題を

持つ個人，家族などに対して水準の高い看護ケアを提

供する人材である[日本看護協会 2016]．これらの資格

を持つ看護師は，実践・指導・相談を行い，チーム医療

における中心的な人材として期待されている． 

本稿では，リハビリ病院で働く専門看護師が実践し

ている，患者中心のチーム医療について調査した． 

2.2 医療機器開発の動向と潜在的なニーズ 

医療機器開発において，宇喜多[2017]は，一般的な研

究から製品化までの医療機器開発のフェーズに，「基礎

研究」，「研究開発」，「開発設計（非臨床）」，「開発設計

（臨床・治験）」，「薬事申請」があることを指摘してい

る．医療機器開発の方法として，「基礎研究」から開発

のフェーズを進めるというシーズ開発の方法である．

一方，ニーズ探索から始める現場参加型アプローチと

いう方法も提案されている． 

医療分野は，医師・コメディカル[注 3]，医療施設，

医療関連学会のみだけではなく，業界団体，メーカー，

保険制度，国の政策などの様々なステークホルダーに

より構成されている[宇喜多 2017 (pp.32-33)]．そのため

医療機器開発を円滑に進めるためには，医工連携のみ

でなく産学官連携も必要とされている．しかし医療機

器開発における産学官連携の場合，特に新規参入メー

カーにとって，シーズ開発，ニーズ探索からの開発の方

法どちらにおいても，医師との関係構築が大きなハー

ドルとなっている[柏野 2014 (pp.29-31)]． 

日本において，医療機器開発におけるニーズを抽出

する取り組みとして，東京女子医科大学のバイオメ

ディカル・カリキュラムが 1970 年から医工連携の一環

として行われている[東京女子医科大学 2020]．しかし

2000 年頃の日本の医療機器開発の状況について，「限ら

れた工学技術を基に外部からの協力は医学系の研究者

の助言のみで開発を行うのが一般的だ」[笠井 2003 
(p.103)]という指摘がある．医学系の研究者の助言は，

彼らが既に気づいている顕在化されたニーズである．

近年日本でも，医工連携など医療現場との連携を強化

した取り組みも行われ始めている[植村 2017]．また，産

学官連携の取り組みとして，先述した AMED が挙げら

れる．このように医工連携を促進する取り組みは盛ん

に行われるようになってきている． 

共創概念に関する事例として，まず，Prahalad and 
Ramaswamy[2004 (pp.28-34)]による心臓のペースメー

カーの事例が挙げられる．彼らは，医療機器メーカーが

患者の健康増進のためのユーザーとのネットワークを

構築するという，異分野による新しい価値創造の協働・

連携を「共創」と呼んでいる[Prahalad (pp.28-34)]．次に，

三宅[2000]は，介助のための歩行ロボットの開発におい

て，人間がロボットに合わせる，またはロボットが人間

に合わせるという一方向化されたものではなく，共に

創り上げる（共創）働きを持つ歩行ロボットによって共

創的コミュニケーションが可能になることを示してい

る． 

リハビリ分野の動向として，動作支援に関するロ

ボットの研究開発が盛んに行われている．藤田医科大

学と豊田自動車(株)は，片麻痺患者向けの歩行練習支援

ロボットの開発に取り組んでいる[山内 2019]．筑波大

学では，動作支援ロボット HAL が開発され[Kawamoto 
2005]，応用が期待されている． 

2020 年度の日本の医療機器市場の分類における比率

は，治療系医療機器が 59%，診断系医療機器が 20%，

その他医療機器が 21%である [経済産業省 2020 (p.5)]．
市場の比率が高い治療系医療機器とは，主に緊急性の

高い急性期で使用される機器である．一方，社会復帰を

支援する回復期（リハビリ病院）で使用される医療機器

市場は，治療系医療機器市場と比較するとまだ小さい．

しかし，健康長寿社会の形成を支えるリハビリ病院に

おける患者中心のチーム医療のための医療機器は，今

後さらに必要となってくるであろう． 

潜在的なニーズ探究に関連する事例として，現場参

加型アプローチによる医療機器開発が挙げられる．本

村ら[2013]は，リハビリ病院における介護・医療の持続
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的・自律的サービスシステムの開発に取り組んでいる．

その取り組みから，本村ら[2013 (p.929)]は，「現場参加

型での技術開発推進の方法や技術導入プロセスについ

てより良い方法を明らかにしていくことが今後重要で

ある」と課題を述べている． 

また，現場参加型アプローチの一つとして，スタン

フォード大学が提唱した，バイオデザイン[Stefanos 
2010]が挙げられる．バイオデザインとは，デザイン思

考を基底に現場の潜在的なニーズを見出すところから，

医療機器開発を実践するために構築されたプログラム

のことである．デザイン思考[注 4]とは，デザイナーの

思考を取り入れた問題解決に向けた思考方法のことで

ある[Brown 2019]．バイオデザインは，組織エスノグラ

フィー的な調査をある程度の期間実施することで，現

場に内在する潜在的なニーズの探究を行うことを目的

とする．現場の潜在的なニーズを探究するチームは，医

療従事者のみならず多様な職種の人々で構成される．

そのチームは，医師主導ではなく，医療従事者以外のメ

ンバーと相互作用することで，社会実装化を目指す．従

来の方法論による開発よりも効率よく医療機器が開発

できると注目されている．また，こうした取り組みは，

「ユーザー・イノベーション[Bogers 2010; 小川 2013]」
と呼ばれる．医療機器開発には異分野による協働・連携

が欠かせない．バイオデザインのプログラムは，米国だ

けでなく，インド [Chaturvedi 2015]，シンガポール

[SINGAPORE BIODESIGN 2020]などでも，展開されて

いる．日本でも 2015 年に東京大学・東北大学・大阪大

学が連携し，ジャパンバイオデザインを発足した[日本

バイオデザイン学会 2015]． 

この他医療分野での現場参加型アプローチとしては，

本稿が採用した拡張的学習論における発達的ワーク・

リサーチがある．これについては次章で述べる． 

 

3 研究の理論的背景 

3.1 拡張的学習論  

3.1.1 発達的ワーク・リサーチ 

拡張的学習論は，人間の発達・学習を研究する活動理

論の歴史的な変遷過程で，研究対象を個人の行為から

集団の活動へと移行して，集団の学習が抽象的なアイ

デアなどの欲求状態からスタートし，組織的に複雑な

対象に移行し，新しい実践の形式へと拡張してくこと

を概念化した理論である[Engeström 1987]．また，拡張

的学習論は研究の方法論でもあり，発達的ワーク・リ

サーチを現場調査の方法として提唱している． 

発達的ワーク・リサーチは，拡張的学習論の理論的枠

組みに基づき，研究者が組織に介入し，現場の実務者と

外部の研究者が組織実践を発達的に改善することを目

的としている[Engeström 1987 (邦訳 pp.15-19); Engeström 
1991]．発達的ワーク・リサーチの医療分野への適用例

としては，Hasu and Engeström[2000]，Engeström et al. 
[2003]，Engeström et al.[2007]などが挙げられる． 

Hasu and Engeström[2000]は，医療機器開発に関する課

題解決の過程で，開発者が現場でユーザーとコミュニ

ケーションを取り，相互作用することで課題を発見し，

解決策まで導き出していることを論じている．

Engeström, et al.[2007]は，フィンランドの二つの医療組

織における 15 年にも亘る現場参加型研究を通し，拡張

的プロセスの不連続性が組織の方向性に与える影響に

ついて，実践的研究から理論の拡張を行っている．これ

らの事例のように研究者の現場参加によって，実践の

拡張が行われている． 

3.1.2 ノットワーキング 

拡張的学習論は現場調査の方法だけでなく，調査結

果の分析のために，人間の活動の構造や集団の発達段

階構造のモデル，そしてノットワーキングといった概

念など集団の活動に対する理論的枠組みを提供してい

る．本稿で分析の枠組みとして援用するノットワーキ

ングは，「仕事や組織におけるコラボレーションの創発

的な形態を分析・理解するため」[山住・エンゲストロー

ム 2008 (p.39)]に Engeström らによって提唱された概念

である[Engeström 1999; Engeström 2008; 山住・エンゲス

トローム 2008]．この概念は精神医療の現場において，

複数の異なる専門分野の実務者が，患者の「緊急のニー

ズ」にとっさに応え，要求される課題を臨機応変に解決

した事例から見出された[Engeström 1999]．また，ノッ

トワーキングは「活動の中で人と人とのコラボレー

ションや課題の内容が時々に変化していくような協働

である」[山住・エンゲストローム 2008 (p.39)]．そして

「ノットワーキングは，人々の現場での差し迫った必

要から生成される．それゆえ，人々が越境のパフォーマ

ンスへ動いていく現実的な力の即興と持続をそこに見

出すことができるはずである」[山住・エンゲストロー

ム 2008 (p.50)]．さらに，この概念の特徴として，既に

確立されたネットワークやチームと異なり，その状況

に応じて協働にあたる「ノット（結び目）」を様々に組

み替えていくことが挙げられる[Engeström 1999 (p.346)]． 

ノットワーキングの医療分野における研究事例とし

て，ヘルシンキの病院における研究[Engeström 2003]が
ある．彼らは，異なる専門性を持った医療従事者と患者

との間のやり取りの中で即興的にツール（ケアカレン

ダーなど）を媒介し，行為の主体が変化するノットワー
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キングを見出した．また，Martin[2008]は，音声，言語，

コミュニケーションに障害を持つ子供のための学習に

対する言語聴覚士と学校のスタッフとの協働において，

ノットワーキングの概念を用いて，組織的学習プロセ

スを明らかにしている．これらの事例では，現場におけ

る患者などの差し迫った必要に応えるために，即興的

に実務者が越境し，日常的な場でノットワーキングが

創発したと捉えることができる． 

Engeström[2008 (邦訳 pp.34-35)]は，ノットワーキング

における共創と Prahalad and Ramaswamy[2004]が提唱し

た価値共創の考えと共通点を持つことを指摘している．

しかし，彼らが提唱した共創は，メーカーと消費者と

いった関係者間の協働による価値共創が想定されてい

る．郡司[2019a; 2021]が提唱する天然知能的構造の共創

現象は想定されていない．しかし，ノットワーキングは，

先述した通り，現場における差し迫った必要に応じる

ために，即興的に創発する協働が想定されている．その

ため，本稿では，現場調査で現象するノットワーキング

における共創現象は，Prahalad and Ramaswamy[2004]が
提唱した共創概念よりも郡司の天然知能の概念に通じ

ると捉え，調査結果の分析と考察に天然知能モデルを

援用した． 

3.2 内部観測法と発達的ワーク・リサーチの拡張  

共創学会は，共創に関する「多くの実践例，実践手法，

実践理論を現場に提供していく」[共創学会 2018] こと

を目指しており，ジャーナル第 1 号で，研究手法につい

ても議論している．諏訪[2019 (p.41)]は「研究対象にし

かと向き合うためには，内側に入り込んで，身体でその

対象と（研究者としての自分の）押し引きを経験した方

がよいということになる．だからこそ，内部観測的な探

究手法が必要になる」と指摘している． 

内部観測とは，観測者と観測対象とを区別すること

ができない視座であり行為のことである[郡司ら 1997; 
郡司 2006]．観測者が対象を特定する行為とは，対象と

観測者が相互作用することを指す．観測者の存在によ

り対象も変化し，観測者も変化する．相互に変化する中

で継続して観測が行われるのである．  

経営分野において，増田[2013 (pp.250-260)]は，この内

部観測の考え方を「実務者＝研究者」が行う経営現場の

調査手法として定式化し，「内部観測法」として名付け

た．内部観測法の特徴に関して彼は，観測する前と後で

は，観測者も影響を受け変化することを指摘している

[同上]．観測する物理的現象は同じだとしても，観測者

の感じ方や意識が変容するということである． 

藤原・増田[2015]は，藤原自身の実務現場を調査する

にあたり，内部観測法を基底に Engeström[1991]が提唱

する現場参加型研究方法である発達的ワーク・リサー

チを拡張して，EBR を構築した．発達的ワーク・リサー

チでは，調査対象機関に属さない研究者が現場に介入

して調査するが，EBR では，実務者自らが研究者とな

り，自身をも含め内部から研究を行う．通常調査対象機

関に属する実務者は，実践するのみであり，実践の中で

現れる「異質なもの」[郡司 2021]を問題にすることはな

い．そのため，実践の中にある異質性は日常の中に埋も

れてしまう．ここに，このような実践を調査対象とする

ことができる実務者自らが研究者となる内部観測者

（実務者＝研究者）が現れることで，内側にある異質性

が概念化できるようになる．藤原・増田[2015]は， 調査

対象機関に属さない研究者が調査することが難しい

ブートレグ研究（闇研）の実践を実務者＝研究者の視座

を持ち調査した．その結果，彼らは，現場の問題に対し

て実践の概念化とその方法論が創発した（発見=構成さ

れた）ことを論じている．他に EBR の適用事例として

は，加藤・増田[2017]と後藤・増田[2021]の事例が挙げ

られる．加藤・増田[2017]は，新製品開発のための概念

モデルを組織学習とコミュニケーション理論の視座か

ら策定し，実務現場で実務者＝研究者として実践した．

後藤・増田[2021]は，企業内研究所で 27 年間にわたっ

て開発された製品の開発プロセスの中で生成された実

践知の生成・変容・継承過程を，実務者＝研究者として

現場に入った調査により明らかにした． 

本稿では，EBR ではなく，その基となった発達的ワー

ク・リサーチを適用し，看護師の参与観察を行った．そ

れは，筆者らが調査対象機関内部の実務者ではなく，外

部の研究者の立場であるからである．そして，そのよう

な一般的な方法論に基づく現場調査を行い，従来の現

場参加型アプローチよりも「より良い方法」[本村 2013]
について共創概念を手がかりに考察することを企図し

ている．また，一般的に参与観察では，観察者が観察対

象から影響を受けないように客観的に記述する．しか

し，本稿では，研究協力者との相互作用によって，観察

者（筆者ら）が影響を受けることが前提の参与観察によ

り記述し，考察を行った．内部観測，EBR に関しては，

潜在的なニーズの発見方法を構想する際の考察におい

て用いた． 

3.3 共創概念としての天然知能 

Prahalad and Ramaswamy[2004]は，多様な領域の人た

ちが協働して，新しい価値を「共」に「創」り出すこと

が含意された共創を提唱した．大塚[2019 (p.63)]による

と，米国発のこの共創概念は，ユーザー・イノベーショ

ンといえる多様化した消費者ニーズの獲得を目指す

マーケティング手法として，日本でもビジネスの現場
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で多用されるようになった．後に，異分野との連携によ

るオープン・イノベーション[Chesbrough 2003]の考え方

も含まれるようになった． 

しかし，清水[2000]は『場と共創』で西洋の自他分離

的な考え方とは異なる，大乗仏教における自他非分離

的な「場の理論」における共創概念を提起している．ま

た，共創学会において大塚[2019 (p.61)]は，国内でイノ

ベーションを推進してきたシャープや本田技研工業

（以下「ホンダ」という）における技術開発の基底に，

この自他非分離的な無分別智からの創出である共創の

概念があることを指摘している．ホンダ社長を務めた，

久米[2000, 2002]は自身の経験から，ホンダの開発方法

である「ワイガヤ」の理念と実践は，この共創概念と結

びつき，その基底に，自他非分離的な「こころ」の在り

方があることを指摘している．そして，大塚[2019 (p.61)]
は本来の共創を「経済的格差や自然破壊等の問題の根

底にある，自己と他者，主観と客観，人間と自然とを分

離する考えを乗り越え，相矛盾する外部や他者を採り

入れ，共存できる場を創ることである」と述べている．

ここでは，Prahalad and Ramaswamy[2004]が示した共創

と比べ，「自他非分離」と「外部・他者の受容」という

ことが強調されている． 

しかし，共創学会で提唱される共創概念はすべてが

自他非分離を想定しているわけではない．措定された

世界以外の外部を召喚するメソッドとして，天然知能

[郡司 2019a; 郡司 2019b; 郡司 2020; 郡司 2021]という

概念がある．郡司[2019a, 2019b, 2021]は，天然知能を理

解するために，人工知能との対比で論じている．人工知

能とは，措定された二つの概念 A，B の二項対立をいず

れかに確定することの「反復への意思」が維持される状

態のことを指す．人工知能的な理解では，A，B を措定

する際に外部は想定されない．一方，天然知能的な理解

に関して，郡司[2020, 2021]は，「反復への意思を逸脱」

する意思決定により，「A，B を接続しようとしながら

同時に切断する運動が進行」[郡司 2021 (p.15)]すること

で，対象と意味の関係を強固にしている文脈が逸脱し，

排他的関係の隙間から「外部」が召喚されると述べてい

る．ここで重要な点が「接続しようとしながら同時に切

断する」という「A/B トラウマ」と呼ばれる状態である

[郡司 2021 (p.15)]．A/B トラウマは，肯定的かつ否定的

アンチノミーという二つの矛盾した概念が共立した形

をとる．まず，肯定的アンチノミーは，A，B が共に成

立するという状態である．対して，否定的アンチノミー

は，A，B の強度が共に脱色され，共に成り立たないと

いう状態である．さらに郡司[2021 (p.15)]は，天然知能

的な理解に関して，理解することと同時に創造でもあ

るような状態であると述べている． 

中村・郡司[2020]は，天然知能モデルを芸術の実践に

おいて論じている．本稿が議論している経営分野では，

一般に人工知能的な経営管理が行われている．しかし

久米[2000, 2002]や大塚[2019]が指摘するように，戦後の

日本の技術開発の現場は共創の場となり，イノベー

ションを創出してきた．経営はアートであるといわれ

ることもあるが，それはこの文脈からであろう．例えば，

先に挙げたシャープやホンダの他に，4 度のノーベール

賞受賞に貢献し，イノベーションを促進してきた浜松

ホトニクスの当時の社長である晝馬[2003 (pp.128-147)]
は，現段階では達成が困難な課題に対して，「できない

と言わずに，やってみろ」また「A と非 A は同一時刻，

同一地点に存在する」[晝馬 1988]といい，社員を当惑さ

せながらも未知未踏の世界へ送り出す経営を行ってい

た．これはまさに，A（できる），B（できない）の排他

的関係の隙間から，外部を召喚する天然知能的理解に

よる行為に近いと捉えることができるであろう．一方，

郡司[2019b (pp.5-6)]は，知人に酒を飲みながら議論しよ

うと提案し，酒を飲み始めたところ，「酒の席で議論す

るな」といわれ，想定外のことが起きたことを論じてい

る．「酒の席で議論するな」ということは，彼にとって

外部であると述べられている．彼は，このような良く

知っている日常的な場で起きる，ささやかな現象にも

外部がやってくると論じている．そこで本稿では，共創

概念を，外部を召還する可能性を持った天然知能モデ

ルとして捉えることとする．天然知能モデルにおける

外部とは，芸術，イノベーションに繋がるような現象に

限らず，日常的な現場で起きる，ささやかな現象にも

やってくるものと措定した． 

次に，チーム医療のような複数者が関与する現場で

生じるノットワーキング現象の天然知能的構造を，現

場の当事者の利己的動機と仲間貢献という概念で解読

できる，ささやかな自己実現モデル[増田 2004; 増田

2013 (p.265)]について述べる． 

3.4 天然知能とささやかな自己実現 

ささやかな自己実現とは，増田[2004; 2013 (p.265)]が，

経営への提言や外部講師を招いたセミナーなど従来型

とは異なる新たな活動を試みた労働組合の執行部の活

動を観察し，インタビュー調査も行い，分析することで

構築した概念のことである．この労働組合の執行部は，

従来のやり方では労働組合の執行部の担い手がいな

かったため，新たな活動を試みた．その結果，これまで

労働組合活動に関心の無かった従業員が進んで執行部

に参加するようになった．そのような従業員に研究協

力してもらい，彼ら自身の成長に関する調査が進めら

れた．当初，研究協力者である従業員が執行部に参加し
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た目的は，このような新しい労働組合執行部の活動の

中でスキルを身につけたい，同じ思いの仲間を増やし

たいという自己の成長を目的とした利己的動機による

ものであった．しかし，彼らが執行部で利己的動機によ

り行動を始めてもすぐに成長へと結びつかなかった．

彼ら自身の成長は，そこで共に働く同僚という仲間の

課題解決に役立ったり，仲間と共に新しい仕事を成し

遂げたりといったような仲間に貢献することで初めて

実現していた．この仕組みを増田[2004 (pp.173-175)]は，

仲間貢献と呼んでいる．そして，利己的動機から始まる

が仲間貢献ということがないと実現しない，日常の中

でささやかであるが自己が実現するという成長実感を，

Maslow[1954]が指摘した人格的な大きな「自己実現」と

区別するため，「ささやかな自己実現」と呼んでいる[増
田 2004；2013 (p.265)]． 

このささやかな自己実現モデルは，チーム医療の現

場におけるノットワーキング現象の天然知能的構造を

理解するのに役立つ理論的枠組みを提供する．それは，

利己的動機と仲間貢献という概念である．増田[2004; 
2013 (p.265)]で示されている労働組合執行部の事例を天

然知能モデル[郡司 2019a; 郡司 2019b; 郡司 2020; 郡
司 2021]で解釈すると次のようになる． 

当初，研究協力者たちが執行部に参加したのは，新し

いスキルを身につけたい，同じ思いの仲間を増やした

いという自己の成長を目的とした利己的動機からで

あった．それゆえ，それは他者との関係を通して自己に

利することを求めるものに過ぎなかったため，すぐに

成長へと結びつかなかった．しかし，同じ思いの仲間を

増やしたいということは，利己的動機によるものであ

るが，他者の中に自己と同じような他者，つまり自己を

見出すことであり，自己の中にこれまで気づくことの

なかった他者を見出すことでもある．つまり自己と他

者が互いに入り込み合い，混在した状態になることで

ある．この状態は，天然知能的構造における A，B が共

に成立する肯定的アンチノミーの状態である． 

しかし仲間貢献の段階では，肯定的アンチノミーに

おける自己と他者の強度は脱色され，自己の成長のた

めに他者を利用しようという自己や利用される他者で

はなくなっている．これは，郡司[2021]のいう否定的ア

ンチノミーの状態である．つまり，仲間貢献の状態は肯

定的アンチノミーと否定的アンチノミーが共立する

A/B トラウマの状態といえる． 

そして執行部のメンバーたちは，この A/B トラウマ

の状態である仲間貢献を通して初めて「ささやかな自

己実現」と呼ばれる利己的動機から始まる自己の成長

を実感することになる．ここで実現した自己は，利己的

動機でもって執行部に参加した当初の自己とは明らか

に異なるもので，A/B トラウマの状態の中で，つまり「接

続しようとしながら同時に切断する運動が進行」[郡司 
2021 (p.15)]する中で，外部から召喚されたものである． 

ささやかな自己実現モデルは，利己的動機から仲間

貢献を経て「自己」が実現するというささやかながらも

共創現象を含意しているが，この「自己」が意味する通

り，仲間貢献的共創現象は，自他非分離的共創現象では

なく，A/B トラウマ的共創現象である．それゆえ，チー

ム医療の現場におけるノットワーキングの天然知能的

構造を，当事者の利己的動機と仲間貢献という概念か

ら解読，理解するのに有効であると考えられるため，さ

さやかな自己実現モデルも分析の枠組みとして援用し

た． 

 

4 調査方法 

4.1 調査対象 

本稿では，健康長寿社会形成に重要な役割を担い，

チーム医療を実践しているリハビリ病院を調査対象と

した．一般的にリハビリ病院では，患者の退院後の生活

支援のために，患者の状態を多角的に考慮した組織横

断的な患者中心のチーム医療が実践されている．研究

協力者は，ある地方都市にある，病床数 200 床以上 400
床未満で，その過半数が回復期病床のリハビリ病院で

働く，臨床経験が 29 年の専門看護師である． 

4.2 調査概要 

本稿の現場調査[注 5]では，調査方法として発達的

ワーク・リサーチを適用し，参与観察とインタビュー調

査を行った．Engeström[1987]による発達的ワーク・リ

サーチは外部の研究者が組織に介入し，組織変革を目

的とする研究に適用されることが多い．しかし本稿は，

医療機器開発に繋がる潜在的なニーズ探究の方法を構

想することを目的としているため，組織に介入するこ

とはせず，参与観察に留めている．またその参与観察は，

潜在的なニーズを探究することに主眼が置かれている

ため，例えば患者の歩行に関する課題を解決するため

の機器開発というような具体的な観察対象や課題があ

るわけではない．本稿の調査対象は，患者中心のチーム

であるが，参与観察では，一人の看護師の一日の業務全

般を調査した．本稿で実施した現場調査は，人工知能的

理解のように，先入観で対象を固定するのではなく，天

然知能的理解のように，現われるものを受容できるよ

うな，調査設計をしている． 

現場調査にあたっては，病院で定期的に行われる研

究倫理委員会に研究計画書を提出し，委員会で承認後，
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病院内で研究協力者の募集を行った．提出した研究計

画書は，患者のプライバシー，倫理的な配慮，研究協力

者への業務負担を十分考慮し作成された．研究協力者

には，事前に潜在的なニーズを探究するために，看護師

の一日の業務を参与観察し，インタビューするという

研究内容であることおよび研究協力によるメリット，

デメリットを説明し，研究協力の同意をもらった．調査

は，研究協力者が中断を希望した場合，速やかに中断で

きるように設計されていたが，計画通りに実施された．

本調査は，患者中心のチームの活動に焦点を当てたも

ので，また，患者のプライバシー保護のため，患者に関

するデータの取得を行っていない． 

参与観察では，看護師の昼間の業務について一日

（8:30～17:00）観察を行った．参与観察日は 2019 年 11
月 5 日であった．研究協力者の看護師は 1 名である．

参与観察は，観察者 2 名（第一，第二筆者）で行った．

患者のプライバシー保護のため，写真，ビデオ，ボイス

レコーダーなどの記録媒体を用いた記録は行わずノー

トに観察内容を記録した．参与観察の際，研究協力者の

業務の妨げにならないように，観察者は質問や手助け

などを一切行わないことを事前に取り決め，調査の承

認を得た．質問などは，休憩時間または，インタビュー

調査の際に行っている． 

インタビュー調査では，患者中心のチーム医療の実

践，参与観察時に生まれた疑問点などについて，看護師

に質問を行った．インタビュー場所は，筆者らが所属す

る大学院の会議室で行った．インタビュー日は，2019 年

11 月 26 日であった．インタビュー時間は，2 時間 20 分

程度であった．インタビューは半構造化インタビュー

形式とし，参与観察の時と同様，第一，第二筆者の 2 名

で行われた．インタビューの際，同意のもとボイスレ

コーダーを用いて録音を行った． 

  

5 調査結果 

看護師の参与観察の結果を Table 1 に示す．業務に必

要な情報共有は，電子カルテのみでなく，定例で行われ

るカンファレンスで積極的に行われている．病院内で

行われているカンファレンスは様々であり，患者の担

当者，または職種ごとの情報共有や， 近の医療の動向

を知るための研究会などが行われている．また参与観

察の中で，状況に応じて業務の合間に，担当者同士が対

面で情報共有している様子が観察された．カンファレ

ンスを中心としたチーム医療の実践については，イン

タビュー調査により，補完情報を得た． 

Table 1 の中の【参与観察ケース 1】は，看護師が，自

主的に患者のリハビリ訓練を行っていたケースである． 

Table 1 看護師（専門看護師）の参与観察の概要 

時間 観察内容 

8:30～ 
8:50 

・エリアごとにカンファレンスが行われ
る．カンファレンス前に，PC で当日担当
する患者の情報について確認を行い，ラ
ウンド（患者のケア）の準備を行った． 

8:55～ 
12:00 

・担当する患者と退院後の打合せ． 
・ラウンドでは，患者のリハビリの合間
に，検温・検圧を行った．観察した病院で
は通常，一日に 5～8 名程度の患者を担当
する．参与観察日に研究協力者は，6 名の
患者を担当した． 
・業務マニュアルの打合せを行った． 
・【参与観察ケース 1】患者のリハビリ訓
練を行った．事前にリハビリ担当者に訓
練方法を確認し，安全性を確保し，歩行訓
練が行われた． 
・患者の排泄の介助を行った（参与観察は
行っていない）． 
・電子カルテを入力した． 
・ラウンド中にナースコールで呼び出し
があれば，状況に応じて対応していた．  
・ラウンド中に起きたことを看護師同士
で直接，情報共有を行っていた． 
・患者が使用したコップを片付けた． 

12:00～ 
12:40 

・昼食の際，手の空いた職員が臨機応変に
食事，薬の服用の介助を行った． 
・家族に患者の食事の様子を尋ねた． 

13:40～ 
14:20 

・看護師，リハビリ専門職が 14:00 までカ
ンファレンスを行った．そのカンファレ
ンス終了後，看護師のみでもカンファレ
ンスが行われた． 
・カンファレンスでは，患者のケアに関す
る変更点，夜間や当日の業務内容が議論
された． 
・カンファレンス中に，ナースコールが鳴
るたび，看護師が対応を行った． 
・【参与観察ケース 2】看護師のカンファ
レンスで，患者のケアに関する課題が議
論された．カンファレンス後に，その場に
いた他の看護師たちを加えて，課題解決
のための試作品が製作された． 
・カンファレンス後に，感染症予防のため
清掃が行われた． 

14:20～ 
16:40 

・電子カルテを入力した． 
・ナースコールの対応． 

 

調査対象とした病院では，患者が入院をした際に医

師，看護師，リハビリ専門職，ソーシャルワーカーなど

が集まり患者のケア方針が決められる．観察された

ケースは，その方針の範囲内で行われた歩行訓練であ

る．リハビリ専門職が患者に対して，一日に行うことが

できるリハビリの時間は決められている．そこで，看護

師が，事前に時間を決めず，看護業務の合間に患者の空

いている時間を見つけ，リハビリの効果を高めるため，

リハビリで行った歩行訓練を自主的に行う場合がある
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[注 6]．観察されたケースは，まさにそのケースであっ

た．研究協力者は，安全性を確保するためにリハビリ担

当者に使用する器具の注意点などは，事前に確認を

行っていた．このように多職種との協働を日常業務の

中で行っていることが分かった． 

次に【参与観察ケース 2】は，午後に行われたカンファ

レンス中に観察されたケースである．午後のカンファ

レンスでは，前日および当日の患者に起きたイベント

について議論が行われた．研究協力者である看護師は，

午前中のラウンドの際に見つけた患者のケア用具の置

き場所に関する課題を午後のカンファレンスで報告し

た．カンファレンス後にその場で，患者のケア用具の置

き場所が，担当者が替わっても分かるように，目印のつ

いた試作品（容器）が参加者たちによって作成された．

この【参与観察ケース 2】では，医療機器開発に繋がる

現場の潜在的なニーズの発見方法の構想への着想が得

られた． 

 

6 考察 

6.1 参与観察の分析と考察 

【参与観察ケース 1】では，リハビリの効果を高める

ため患者の空いている時間に，ケア方針の範囲内で看

護師がリハビリで行っていた歩行訓練を自主的に行っ

た．リハビリ専門職はその場には居合わせていなかっ

たが，リハビリで行われていた訓練内容は安全面を十

分に考慮して行われた．リハビリ専門職から看護師に

安全面に関する助言は事前に伝えられていたのである．

リハビリのための器具を媒介して，行為の主体がリハ

ビリ専門職から看護師に職種を越境し，ノットワーキ

ングにおけるノットが結ばれ，リハビリ訓練が臨機応

変に行われた．そして，リハビリ訓練に関する助言が終

われば看護師とリハビリ専門職は通常業務に戻り，

ノットがほどかれたと解釈した．ノットワーキングに

おける越境の要因として，患者のことを思いやるとい

う患者中心の医療の実践があったと考えられる． 

しかし，天然知能の概念では，それぞれの役割を共立

させようとする肯定的アンチノミーのみであるといえ

る．否定的アンチノミーの共立まで達していないため，

新たな外部が召喚されるという共創現象がみられな

かった．しかし，リハビリ器具を媒介した看護師とリハ

ビリ専門職の行為は，共創の兆候である共創的コミュ

ニケーションであったと解釈できる． 

リハビリ訓練後に看護師がリハビリ訓練を自主的に

補う理由について確認した．その理由として，一日にリ

ハビリ担当者が実施できるリハビリ訓練の時間が限ら

れていることが挙げられた[注 6]．それは，限られた入

院期間内に患者の社会復帰を支援しないといけないと

いう差し迫った必要があったことを意味する．そのた

め，看護師が看護業務の合間に，患者の空いている時間

を見出し，看護師が患者の健康状態に応じて，即興的に

歩行訓練の時間と内容を決め，行っていた．事前に歩行

訓練の時間が決められていたわけではない．ケア方針

の範囲内の行為であるが，いつどこで行うかに関して，

患者の状況に応じた看護師の判断によって行われた行

為であった[注 6]．この行為は，ジャズのライブで演奏

者が状況に応じて即興的に演奏する行為に近いといえ

るであろう． 

【参与観察ケース 2】では，カンファレンスに参加し

た看護師の間で課題に対する解決法が議論された．こ

の課題は，患者のケア用具の置き場が明確に決められ

ていないため，担当者が変わると患者のケアを十全に

行うことができなかったということであった．ここで

も，患者のケアにおいて差し迫った必要があったので

ある．まず，行為の主体は，当初は課題を見出した看護

師（研究協力者）であった．しかし，カンファレンス後

に行われた議論の際に，その場にいた他の看護師から

アイデアが提案され，アイデアを基に具体的な試作品

（ケア用具を置くための容器）の完成に繋がった．患者

のケアにおける差し迫った必要から，即興的に実践が

行われたといえる．そして，行為の主体が研究協力者か

ら他の看護師に移り，ノットが結ばれ，看護師たちの実

践が拡張したといえる．このケースもノットワーキン

グであったと解釈できる．また，看護師の業務には，器

具類の試作品の製作は含まれていない．しかし，差し

迫った患者のケアのために，看護師は業務上の立場を

越境し，試作品を製作した．ここでも越境した要因とし

ては【参与観察ケース 1】と同様に，患者中心の医療の

実践があったと考えられる．しかし，越境の様相は異な

るものを示していた．【参与観察ケース 1】では，看護

師の意識と行為がストレートに患者という対象に向

かった．一方【参与観察ケース 2】では，患者の課題解

決のために試作品を即興的に製作するという看護師同

士の協働が見られた．また，この試作品は，ケア用具を

置くための簡易的な容器であったが，患者のケアに対

して即効性があり，有効な手段であった．このように試

作品の製作という具体的な創造が行われたという点も

異なる． 

ここで，【参与観察ケース 2】におけるノットワーキ

ングについて，天然知能とささやかな自己実現の概念

枠組みを用いた考察を加える．試作品の製作に協力し

た看護師は，手先が器用で何か創作するのが得意で

あったと想定してみよう．何か創作するのが得意な人

は，日頃から自分の能力を人前で発揮したいという利
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己的な動機を秘めていると考えられる．しかし，そのよ

うな利己的な思いだけでは，人前で創作能力を発揮し

て自己を実現することはできない． 

このケースでは，まず，研究協力者である仲間が直面

した問題を契機に，それを一緒に解決しようという場

が醸成された．これは，天然知能的構造では，他者の中

に自己を見出し，自己の中に他者を見出し，自己と他者

が互いに混在した状態，つまり肯定的アンチノミーの

状態である． 

次に，仲間の課題解決に協力した看護師が試作品を

製作する行為に移行した．つまり仲間貢献の段階へ移

行した．この段階では，肯定的アンチノミーにおける課

題を提案した看護師（研究協力者）であることと製作に

協力した看護師であることは共に脱色され，自分の能

力を発揮するために利用される者でも利用する者でも

なくなっている．否定的アンチノミーの状態である．

「3.4 天然知能とささやかな自己実現」で確認したよ

うに，仲間貢献は肯定的アンチノミーと否定的アンチ

ノミーが共立する A/B トラウマの状態である． 

そして製作に協力した看護師は，この A/B トラウマ

の状態である仲間貢献を通して初めて自分の能力を人

前で発揮することができ，ささやかな自己実現を体験

できたといえる．この自己実現の現象も「接続しようと

しながら同時に切断する運動が進行」[郡司 2021 (p.15)]
する A/B トラウマの中で外部から召喚されたものであ

り，A/B トラウマ的共創現象，つまり天然知能的共創現

象であるといえるであろう． 

また【参与観察ケース 1】のノットワーキングは，否

定的アンチノミーの共立までには達しない共創的コ

ミュニケーション・レベルのものであったが，【参与観

察ケース 2】では，A/B トラウマにおける共創現象と理

解できるものであった．ここから，ノットワーキングに

は，共創的コミュニケーションに留まるものと共創現

象に至るものがあることが分かった． 

しかし，【参与観察ケース 2】のような看護師の実践

による共創現象は，芸術的実践やイノベーションの創

出と比べるとささやかなものであるが，看護師の日常

的実践の中に潜在しているといえる．こうした実践の

現場にこそ，現場に有効な医療機器の開発に繋がる潜

在的なニーズの種が埋め込まれているといえるのでは

ないだろうか． 

6.2 潜在的なニーズ探究の方法に関する考察 

 本調査では，共創概念を手がかかりに，現場に有効

な医療機器開発における潜在的なニーズ探究の方法を

構想することを目的に，発達的ワーク・リサーチによる

現場調査を実施した．その結果，前節で論じたように，

短期間であったが，医療現場の潜在的なニーズの種が

埋め込まれていそうな天然知能的共創現象を見出すこ

とができた．こうした調査を長期間継続実践していけ

ば，医療現場の潜在的なニーズを発見できる可能性は

高まるであろう． 

さらに，本調査では，観察対象から影響を受けること

を前提とした参与観察を行った．その際，チーム医療の

メンバー間で，ささやかながらも外部が召喚される天

然知能的共創現象を目の当たりにした．そこから，次の

ような着想を得た．ささやかながらも共創現象といえ

るノットワーキングが日々現象しているチーム医療の

現場において，医療機器開発に関わる開発者がチーム

医療のメンバーとして参画することができれば，さら

なる共創が創出するのではないか．外部の開発者自体

が外部であるが，チーム医療の本来のメンバーと共に

A/B トラウマの状態を達成することで，さらなる外部の

召喚に繋がるであろう．ここで開発者は，医療機器開発

における潜在的なニーズの探索という利己的な動機を

基に参加する．しかし，その目的は，患者のケアと早期

の社会復帰というチーム医療のメンバーに対しての仲

間貢献をすることによってしか実現することができな

い．そうであるからこそ，いくつか創出される共創の中

に，医療現場に有効な医療機器に繋がる潜在的なニー

ズが発見＝共創される可能性は十分にあるといえる． 

ここで，外部の開発者がチーム医療に参画して共創

を創出するためには，諏訪[2019 (p.41)]が指摘する内部

観測的な探求手法が重要となる． 

しかし，外部の開発者は，内部観測的視座を持ってい

ない外部者である．また同様に，チーム医療のメンバー

も，医療現場の内側にいる実務者であるが，まだ，実務

者＝研究者の視座を持つ内部観測者ではない．そこで，

外部の開発者およびチーム医療のメンバーが，内部観

測的視座を持って，医療現場の潜在的なニーズを発見

＝共創するためには，次のプロセスが必要であろう． 

①医療機器メーカーの開発者がチーム医療に参加し，

現場に有効な医療機器開発に関する共同研究を進める．

しかし，外部の開発者が参加する動機は，医療機器メー

カーの社員として，チーム医療に有効な医療機器開発

に繋がる潜在的なニーズを探索したいという利己的動

機である．チーム医療のメンバーも共同研究に参加す

るのは，医療機器メーカーの現場調査に協力すること

で，メーカーに現場で有効な医療機器を開発してもら

えるという利己的動機からであろう．しかし互いに仲

間貢献の段階を経ない限り目的は達成されない． 

②まず医療機器メーカーの開発者はチーム医療のメ

ンバーとの共創的コミュニケーションを意識しながら，
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共同研究を進めることが肝要である．そして共同研究

が進むうちに，外部の開発者は自己の中にチーム医療

のメンバーである他者を見出し，一方チーム医療のメ

ンバーの方は自己の中に医療機器メーカーの開発者で

ある他者を見出し，双方の中で自己と他者が混在した

状態（肯定的アンチノミーの状態）になっていく．この

段階ではまだ双方共に内部観測的視座を十全に持つに

は至っていない． 

③次に，本稿現場調査で見出したような現場での新

たな課題に直面すると，医療機器メーカーの開発者，

チーム医療のメンバーのいずれか一方か双方が仲間貢

献の段階へ移行できる機会を得る．おそらく外部の開

発者がそうした機会を得ることが多いであろう．この

段階では，医療機器メーカーの開発者であることとそ

の開発に協力してくれているチーム医療のメンバーで

あることは共に脱色され，医療機器メーカーとして医

療機器を開発するために利用する者でも利用される者

でもなくなっている（否定的アンチノミー）．つまり，

肯定的アンチノミーと否定的アンチノミーが共立する

A/B トラウマの状態である．この状態になって初めて医

療機器メーカーの開発者は，内部観測的視座，つまり実

務者＝研究者である内部観測者の視点を持つことがで

きるといえる．つまり内部観測者として，内部の異質性

を問題とすることができるようになるのである． 

④そして医療機器メーカーの開発者は，この A/B ト

ラウマの状態である仲間貢献を通して初めてささやか

な自己実現を体験できる．つまり医療現場に有効な医

療機器に繋がる潜在的なニーズが発見＝共創するとい

うことである．ここで得られた潜在的ニーズは「接続し

ようとしながら同時に切断する運動が進行」[郡司 2021 
(p.15)]する A/B トラウマの中で外部から召喚されたも

のである．これは天然知能的共創現象といえる． 

こうした手続きを踏めば，医療機器メーカーの開発

者とチーム医療のメンバーによる天然知能的共創が現

象し，医療現場に有効な医療機器に繋がる潜在的な

ニーズを外部から召喚できる可能性は高まるであろう．

そこで，次節では，経営分野で実践されている，自身の

現場を調査するための内部観測法を基底とした EBR を

医療現場に有効な医療機器に繋がる潜在的なニーズの

探究方法として適用することについて述べる． 

6.3 EBR 理論の拡張 

EBR を医療現場に有効な医療機器に繋がる潜在的な

ニーズ探索方法として適用するためには，医療機器

メーカーの開発者がチーム医療のメンバーとして参画

する必要がある．参画する手段としては，共同研究の実

施が挙げられる．先述したバイオデザインの例でも共

同研究などの枠組みを用いることで開発が進められて

いる． 

しかし EBR は，実務者が研究者となり，自身の現場

を内部観測的視座で調査する方法である．一方本稿で

構想する潜在的なニーズの探究のための EBR は，組織

の内部にいるチーム医療のメンバーが 初から内部観

測的視座で EBR を実践するものとは異なる．本稿で構

想する EBR では，医療機器メーカーの開発者と共同研

究者であるチーム医療のメンバーは，当初は内部観測

的視座を備えていない．医療機器メーカーの開発者は

チーム医療の実践の中で，ささやかな自己実現におけ

る仲間貢献の段階を経て，内部観測的視座を持てるよ

うになることが想定されている． 

以上の通り，ここでは，医療現場に有効な医療機器に

繋がる潜在的なニーズの探究を実現するために，医療

機器メーカーの開発者と共同研究者であるチーム医療

のメンバーはいずれも，ささやかな自己実現における

仲間貢献の段階を経て，内部観測的視座を身につける

ように EBRに改良を加え，拡張した．この拡張した EBR
では，医療機器メーカーの開発者も，内部観測的視座を

持てるようになること，そして，外部の開発者が，内部

観測的視座を持てることで，潜在的なニーズが外部か

ら召喚され，「発見＝共創」されるようになること，そ

して内部にいるチーム医療のメンバーが内部観測的視

座を持つことで，これまで気づかなかった異質性，つま

り潜在的なニーズの「発見＝共創」を行えるようになる

ことが期待できる． 

6.4 拡張した EBR の実践可能性 

前節で構想した潜在的なニーズを発見＝共創させる

ための方法としての拡張した EBR を実践するためには，

いくつかのハードルを越える必要がある．そのハード

ルの一つとして，医療従事者のような高い専門性を持

つ組織の共同体の場合，Ferlie et al. [2005]が論じた自身

のアイデンティティを守るために構築される境界を越

える必要があることが挙げられる．しかし，この点本稿

では，関係構築への第一のハードルを越え，医療機器

メーカーの研究員が現場調査を実現している．引き続

き，医療従事者とさらなる良好な関係を構築していく

ことは可能であろう．さらに，継続した現場調査を続け

ていくことによって，医療機器開発に繋がるようにし

たい． 

次に，大塚[2019 (p.64)]が「共創とは何かについての

共通理解がないと，どのようにして共創を創り出すの

かという技術的な研究も難しい」と指摘するように，拡

張した EBR を実践する際には，共創，特に天然知能的

構造に関する共通理解の醸成ということがハードルと
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して挙げられる．このハードルを越えるためには，多大

な時間と労力がかかる．また，現場調査を実施する際，

開発者の目的が患者のケアと早期の社会復帰であり，

健康長寿社会に貢献するためであることを医療現場側

に理解してもらうことも重要である．そのために，関係

構築の過程で，共創的コミュニケーションを実践して

いくことが肝要であろう．そうした丁寧で粘り強い行

為が，拡張した EBR の実践に繋がるであろう． 

また，拡張した EBR による調査は，この方法を実践

したいという実務者が現場にいない限り実現しない．

そのため，そうした実務者がいない現場では，拡張した

EBR による調査を実施できない．例えばこのような現

場として，利益優先の開発企業・医療現場，公共機関の

補助金で意図的に作られた共同体などが想定される．

しかし，それらのケースにおいても，共創概念に関する

共通理解の醸成が行われ，拡張した EBR を受け入れた

ならば，潜在的なニーズが発見＝共創される可能性は

高まると考える．また，公共機関の補助金で意図的に作

られた共同体の場合は，あらかじめ，拡張した EBR の

実践に関して計画に盛り込むことができれば実践は可

能かもしれない． 

この章では，拡張した EBR を実践することで，医療

現場に有効な医療機器開発のための潜在的なニーズが

発見＝共創される可能性があるということを見出した．

もちろん，この方法を実践しても共創が現象しない，ま

たは現象したとしても頓挫するケースもあるであろう．

しかし，医療現場に必要とされる医療機器の潜在的な

ニーズを探究するために，実践を継続していくことが

肝要であろう．このような実践の結果として，これまで

の現場参加型アプローチよりも「より良い方法」[本村

ら 2013]として，医療現場に有効な潜在的なニーズが発

見＝共創されるための方法が実践の中で形成されてい

くのではないだろうか． 

 

7 おわりに 

本稿の目的は，共創概念を手がかりに，現場参加型の

調査方法により，患者中心のチーム医療が行われてい

るリハビリ病院の実践を明らかにし，現場に有効な医

療機器開発に繋がる潜在的なニーズを探究する方法を

構想することであった．そこで，現場調査の方法として

は拡張的学習論における発達的ワーク・リサーチを適

用した．現場調査では，ある地方都市のリハビリ病院に

おいてチーム医療を実践する看護師を研究協力者とし

て，参与観察とインタビュー調査を行った．調査結果に

ついて，ノットワーキング，共創概念としての天然知能，

ささやかな自己実現の概念を用いて，分析と考察を

行った．さらに，天然知能とささやかな自己実現を手が

かりに医療現場に有効な医療機器に繋がる潜在的な

ニーズの探究方法を構想した．そして，構想した方法の

実践可能性についても考察した． 

現場調査結果の分析により，病院内で看護師が行う

患者中心のチーム医療の実践を明らかにすることがで

きた．その実践の中にささやかな自己実現として外部

が現れ，天然知能モデルに基づく共創と捉えることが

できる現象を見出すことができた．  

そして現場調査から，ささやかながらも共創現象と

いえるノットワーキングが日々現象しているチーム医

療の現場に，医療機器メーカーの開発者がチーム医療

に参画することで，ささやかな自己実現といえる外部

がおとずれ共創が創出するのではないかということが

着想された．そして，共同研究を契機に，当初は，利己

的な動機であったが，仲間貢献の段階を経て，徐々に外

部の開発者とチーム医療のメンバーが A/B トラウマま

で到達し，内部観測的視座を持つことができ，ささやか

な自己実現を外部から召喚させ，共創が創出するとい

うプロセスを示した．共創が創出することによって，現

場に有効な医療機器開発のための潜在的なニーズが発

見＝共創される可能性が高まるであろう．方法論的に

は EBR の適用が構想され， EBR を拡張し，潜在的な

ニーズを探究する新しい方法として示した． 

拡張した EBR の実践可能性に関しても考察を行った．

この方法を実践する際のハードルの一つとして，高い

専門性を持つ共同体の境界を越えて，関係構築を行う

必要があることが挙げられる．本稿は関係構築への第

一のハードルを越え，現場調査を実現している．さらに，

現場調査を続けていく必要がある．次に，共創に関する

共通理解の醸成が必要であることが挙げられる．この

ハードルを越えるためには，関係構築の過程で，共創的

コミュニケーションを実践し続けることが肝要といえ

る．また，本稿で構想した方法を実践したいという実務

者が現場にいない限り，この方法は実現できない． 

本稿で見出した方法は，一回の現場調査によるもの

である．本稿で得られた医療機器開発のための潜在的

なニーズの発見＝共創を生むであろう方法の有効性，

適用範囲，限界を，今後現場で検証していきたい．その

実践の継続こそが，本稿で可能性が見出された健康長

寿社会を支える医療現場に有効な医療機器の開発に繋

がる潜在的なニーズの発見＝共創への実践的道となる

と考えている． 
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[注1] 拡張的学習論は，Engeström[1987 (邦訳p.12)]が活動理論の歴史

的な変遷から見出した理論である．Engeström[1987 (邦訳pp.2-
4)]は，活動理論の発展には，三つの理論的な変遷があったこと

を指摘している．まず，第一世代として，Vygotsky[1978 (邦訳

pp.113-115)]は，主体（subject：S）と対象（object：O）を媒介

（mediation：M）するアーティファクト（道具）（mediating artifact）
からなる「複合的な，媒介された行為（mediated act）」として

の三角形（S－M－O）モデルを提唱している．第一世代は，分

析対象が個人に焦点が合わせられている．次に，第二世代にお

いて，Leont’ev[1981]が「歴史的に発展する分業がいかにして個

人的行為と集団的活動とのあいだいに決定的な分化を引き起

こしたかを示した」[Engeström 1987 (邦訳p.3)]ことにより，分析

単位を個人から集団へと発展させることを試みている．しかし，

Leont’ev[1981]は，Vygotskyのモデルを明確に集団的活動モデル

として拡張はしていない．そして，第三世代がEngeström[1987]
の活動理論である．Engeström[1987]は，Vygotskyのモデルを，

文化―歴史的観点から社会的，集団的活動へ適用することがで

きるモデルへと拡張を行っている．  
[注2] 発達的ワーク・リサーチは一般的には，現場介入型研究と呼ば

れている．しかし，本稿では，本稿で紹介する他の現場参加型

研究に準じて「参加型」と表記している． 
[注3] 一般に医師の指示の下に業務を行う医療従事者の総称とされ

ている． 
[注4] デザイン思考をビジネスに応用したIDEOの創設者であるデイ

ヴィッド・ケリーは，2000年頃，スタンフォード大学において，

デザイン思考を学ぶための教育プログラムの設立準備に携

わっている． 
[注5] 本稿の調査は，第一筆者が光産業創成大学院大学に所属してい

る際に実施されたものであるが，2022年5月本稿を投稿する際

には，第一筆者は，この大学院を満期退学し，派遣元の企業に

戻っている． 
[注6] 2019年11月5日の参与観察の際の研究協力者である看護師の発

言より． 
 
 


