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要約：本稿では,思考法研修である「思知ワークショップ」において研修前と研修後の「思知ケー
ス」上での変化に注目し,自分の思考を言葉で表現することを手伝う「思知ツール」と,思考の論
理関係を図で表現する「悟知ツール」を用い分析を行った.

1 はじめに
病院看護の現場では,決まった答えがなく,常に変
化し多様化していく問題に直面する場面がある.専
門職がその中で物事の変化に適応し,成長していく
ためには,経験したことから新しい知識を学ぶ能力
が重要である.しかし,頭の中にある物事の考え方を
言葉に表し,その論理性と妥当性を検証することは
容易ではない.
筆者らは病院看護組織と連携し,思考力を向上さ
せることを目標とした研修（思知ワークショップ）
を述べ約 100 名の看護師に実施してきた.研修では,
看護師に,思考を論理構造で表示するための支援ツ
ール（思知ツール）を用いて自らの経験について思
考の経緯を書き表してもらい,研修の指導者は書き
表された文章を添削・指導を行う.指導者が添削する
際,学習者によって書き表された文章（思考結果）を
整理し,学習者の頭の中に内在する悩みを分解する
ことにより認知されなかった自身の中の対立する 2
つの信念に気付かせることで頭の中の葛藤に向き合
うための支援を行っている.[1]この研修において,学
習者によって書き表された文章が,添削前と添削後
で実体験の現場では何が重要で,なぜ重要なのかの
書き表し方に変化があることは,専門職としての成
長を促すと考えられる.
本研究では,思知研修を通して,学習者が書き表し
た文章の論理性と妥当性の変化を明らかにすること
を目的とし,学習者の書き表し方にどのような変化
がもたらされたかを分析する.

2 思知ワークショップ
我々は,大学病院 A と連携を行い,過去の看護経験
について振り返ることで思考力を鍛える「思知ワー
クショップ」を実施している.

図 1.思知ワークショップの学習の流れ
ワークショップは 2 日間に渡って開催され(図 1),1
日目は自分の過去の看護業務について振り返えるた
めの表現方法や,振り返りを支援するツールである
思知ツールについての使用方法について学ぶ.その
後，研修参加者は宿題として実際に過去の看護を振
り返りながら,思知ツールを使ってケースを作成す
る. 思知ツールは自らの思考を文章として表現する
ことを支援するツールである.自らが下した判断の
論理的な道筋を主張と根拠、意見（推測）と事実を
見分け、問題や仮説、前提を同定し[2]、1 文で記述
した思考 A(図 2),もう一人の自分,あるいは他者が下
すだろう別の判断の論理的な道筋を思考 B(図 3)と
して記述する.その後,思考Ａ,思考Ｂの記述から対立
点を葛藤(例では患者が自ら意思決定できない場合
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に、家族がどれだけ患者の気持ちを理解できている
かを把握できない)として記述する.そして,対立点を
解消する新たな知識を生み出し,知識構築(図 5)とし
て記述する.

なかったを確認することができる.

3 分析
ワークショップでは以下の 3 つのデータを収集し
た.
① オリジナルケース：研修参加者が宿題として作
成した思知ケース
② 添削ケース：指導者が添削した思知ケース
③ 改訂ケース：指導者の添削を受け,研修参加者
が改訂した思知ケース

3.1 分析目標
学習者が作成したオリジナルケース①と指導者が
添削した添削ケース②および,添削を受け学習者が
改訂した改訂ケース③のデータを見比べて,思知ケ
ースと悟知画像の変化を観測することで,研修が参
加者の思考表現に対して与える影響を分析する.

3.2 悟知ツール
悟知ツールは自らの思考の論理的関係を図によっ
て表現するためのツールである.文章による思考の
表現では,文章中に複雑な論理構造が存在する場合
に,学習者,指導者は,文ごとの論理的関係を意識する
ことは難しくなるが,悟知ツールを用いると立体的
に論理的関係を見ることができ,文章による表現と
比べ論理的関係を意識しやすくなる.

図 2.思知ツールによる思考 A の例

3.3 分析結果
3.3.1 ケースＡの結果と考察

図 3.思知ツールによる思考 B の例

図 5.ケースＡの思考Ａのオリジナルケースの一部
図 4.思知ツールによる知識構築の例
2 日目では研修参加者が,指導者が添削を行った講
評文書を受け取り,思考の表現方法について指導を
受ける.その後 1 グループ 3～4 人で自分のケースに
ついて議論を行い,経験について同僚へ分かりやす
く説明できているか，自分が気づかなかった観点が
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3.3.2 ケースＢの結果と考察

図 7.ケースＢの思考Ａのオリジナルケース

図 6.ケースＡの思考Ａの添削ケースの一部
【結果】
図 4 のノードの数字はステートメントの番号を表
し,文字はそのステートメントのタグを表す.数字の
隣の‘d’は添削ケースで削除されたことを表し,
‘e’は改訂ケースで削除されたことを表す.
図 5 の二重丸になっているノードはオリジナルケー
スから何らかの変更があったことを表し,数字の隣
の‘n’は新しく追加されたノードであることを表
す.悟知から認められる結果は,指導者はオリジナル
ケースの思考Ａに対して 28 個中 18 個ステートメン
トを削除している.また,新規ノード７個,タグの変
更が 1 個,根拠の変更が 2 個の変更が加えられ,無添
削のノードは 17 個中 7 個となっている.オリジナル
から残ったノードの割合が低いことは,学習者の思
知ケースには一つの判断に対して冗長なステートメ
ントの割合が多いと考えられる.また,添削ケースに
オリジナルケースからそのまま残されたノードの割
合が低いことは,学習者の論理性に問題が多いと考
えられる.添削ケースから改訂ケースに変更がない
ことから学習者は指導者の添削を受け入れたと考え
られる.ワークショップ中の同僚らとの議論におい
ては,添削されたケースを用いて議論を行い,同僚ら
を納得させることができている.
【考察】
学習者は論理的な説明に失敗している状態から,論
理的な説明の訓練を経験できたのではないかと考え
られる.

図 8. ケースＢの思考Ａの添削ケース
【結果】
図 6 のノードの数字はステートメントの番号を表
し,文字はそのステートメントのタグを表す.
図 7 の二重丸になっているノードはオリジナルケー
スから何らかの変更があったことを表す.数字の隣
の‘s’はステートメントに変更があることを表す.
悟知から認められる結果は,指導者はオリジナルケ
ースのノードすべてを添削ケースに残している.ま
た,新規ノード 1 個,文の変更が 2 個,タグの変更が
1 個,根拠の変更が 3 個の変更が加えられ,無添削の
ノードは 11 個中 5 個となっている.オリジナルから
残ったノードの割合が高いことは,学習者の思知ケ
ースが一つの判断に絞って論理的に説明するために
必要なステートメントの割合が多いと考えられる.
一方で文の変更において,指針が変更されている.
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議論から生み出せたかどうかにより,学習者がより
わかりやすい説明ができるようになった可能性を示
唆するものと考えられる.

↓

4 まとめ
本論文では,思知ワークショップ参加者の思考記
録を思知ツールおよび悟知ツールを用いて分析を行
った.分析していく中で,思考の状態を悟知ツールか
らパターン分類できるのではないかと考えられた.
今後は,より多くのデータを分析し,研修における
効果のパターンを検証したいと考える.

図 9.思考Ａのオリジナルケース（上）と添削ケース（下）

↓

図 10.思考Ｂのオリジナルケース（上）と添削ケース（下）
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図 11. ケースＢの思考Ａの改訂ケースの一部
【考察】
学習者は論理的な説明を構成する力がある一方で,
背景にある完全に正しいとは言えない根拠を指針と
して考えることの意味が十分に理解できていないと
考えられる.また,議論後の改訂からは,同僚らに十分
な説明ができ,良い議論ができたと考えられる.

3.4 分析のまとめ
ワークショップ中の議論で,現場にいなかった人
へ,経験した看護を語るとき,分かりやすい説明でな
ければ,理解してもらえない.また,議論を通して,オ
リジナルケース執筆段階で気づかなかったことを発
見することは望めない.
思知ケースの分析で,オリジナルケースと添削ケー
スがよく一致するとき,一つの判断を中心に論理的
に構成し,根源的な理由を分析して,思考Ｂで起きな
かったことまで,ものごとを多様に考えることがで
きていると認められる.一方で,一致しないときは,
意見や判断の背後にある根拠を示せていないことや,
判断の背後にある根源的な理由を分析できていない
こと,無自覚に結果に執着してものごとを多面的に
眺めることができていないと考えられる.さらに,オ
リジナルから添削ケースの差と,オリジナルから改
訂ケースへの差との比較から,学習者と指導者との
対話では気が付けなかった新しい観点を,同僚との
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会(2013)

