
第1回 地域包括ケア甲子園



再生に関与した病院

所在地：富山県富山市
病床 ：精神一般142床
診療科：精神科

所在地：北海道札幌市
病床 ：一般250床
診療科：循環器内科、心臓外科 他

所在地：福島県いわき市
病床 ：医療療養95床
診療科：内科、外科 他



消滅可能性都市



地方都市の町並み



北海道の農場
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新潟県長岡市の棚田
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広島県呉市の町並み
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アジェンダ
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10:05～10:15 地域包括ケア研究所とは（研究所代表理事 藤井雅巳）

10:15～10:45 地域社会が抱える課題と「地域包括ケア」とは（研究所副所長 鷹野和美医学博士）

10:45～11:00 地域包括ケア甲子園、本日の課題（研究所理事 石塚裕介）

11:00～11:30 デザイン思考について（同上）

11:30～16:45 課題取り組み（途中ランチあり・適宜休憩・16時30分までその後休憩）

16:45～17:00 特別審査員挨拶（本別町 高橋町長）

17:00～18:00 発表（1チーム5分程度＋質疑応答1分程度）

18:00～18:30 所長挨拶＆1位発表（研究所所長 鎌田實医師）

18:30～21:00 懇親会



地域包括ケア研究所とは
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“元気な日本と地域社会を取り戻すために”

人々が本気で暮らしてみたいと考え、選ばれる地域になるために必要な以下の３要素が重要だと考えます。
結果として、その地域に歴史が刻まれ、文化が継承されていくことになります。

地域包括ケア研究所は、本気で地域創りに取り組む“体温の熱い地域”への
変化をサポートするためのチームとして発足しました。

私たちのチームは、日本の各地に火をつけて、すばらしい地域社会の集合体である
日本の“体温”を高めていくことが目標です。

医

～安心の医療・福祉～

職

～創造力豊かな仕事～

住

～暖かな子育てと教育～



地域包括ケア研究所について
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 名称 ：地域包括ケア研究所

 法人形態 ：一般社団法人へ移行予定

 創設 ：2016年7月に研究所のプロジェクトチーム発足

 代表者 ：代表理事・事務局長 藤井 雅巳

 役員 ：所長・理事 鎌田 實（医師、諏訪中央病院名誉院長）

：理事 鷹野 和美（医学博士、東大阪大学短期大学部 教授）

：理事 石塚 裕介（株式会社Ｙｍｉｘ 代表取締役）

：理事 二宮 英樹（医師）

 めざすもの ：「日本一あたたかい病院をつくろう」という掛け声の下、再生を果たした諏訪中央病院

と長野県茅野市の取り組みを原点に、それぞれの地域に合った形で、新しい地域包括

ケアを作る支援をしていく



主要メンバー1
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• 役職：代表理事

• 氏名：藤井 雅巳

• 役割：事務局長

• 経歴：

• 2001年 早稲田大学政治経済学部
卒後、日本政策金融公庫入社。

• 04年㈱ｸﾞﾗｯｸｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｱｿｼｴｲﾂ（最終
職位：執行役員）を経て、06年㈱
ｼﾞｪｲ･ｳｨﾙ・ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ入社（最終職
位：ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ）

• NPO法人七ハ会 ファウンダー

• 16年 地域包括ケア研究所創設

• 特技・強み

• ヘルスケア産業/医療機関向けのコ
ンサルティング、企業再生、企業
買収

• 地域活性化・再生ファンド等組成

• 米国公認会計士（デラウェア州）

• 主な実績

• 10数件の医療機関の再生支援投資

• 地域活性化ファンド組成（新潟県
長岡市「長岡地域応援基金」等）

• 路線バス事業者の再生支援実績多
数（例：北海道北見バス等）

 役職：理事

 氏名：鎌田 實

 役割：所長

 経歴：

• 医師・作家

• 1974年東京医科歯科大学医学部卒

• 88年 諏訪中央病院の院長に就任

• 現在は、諏訪中央病院名誉院長、日本
チェルノブイリ連帯基金（JCF ）理事長、
日本・イラク・メディカルネット
（JIM-NET ）代表、東京医科歯科大学
臨床教授

 特技・強み

• 30代で院長となり、潰れかけていた諏
訪中央病院を再生、「健康づくり運動」
を実践し、脳卒中死亡率の高かった長野
県を長寿日本一、医療費も安い地域へ。

• 91年より25年間、ベラルーシ共和国の
放射能汚染地帯へ100回を超える医師団
派遣、約14億円の医薬品を支援（JCF）

• 2004年にはイラク支援を開始。４つの
小児病院へ10年間で4億円の薬を送り、
難民キャンプでの診察を続けている
（JIM-NET）。

• 東北等被災者支援も精力的に活動

 主な著書等

• ﾍﾞｽﾄｾﾗｰ「がんばらない」他多数

 役職：理事

 氏名：鷹野 和美

 役割：副所長

 経歴：

• 医学博士、大学教授

• 信州大学大学院医学研究科博士
課程終了

• 広島県立保健福祉大学助教授、
東京大学大学院医学系研究科客
員研究員、長野大学社会福祉学
部教授等経て、2008年4月、京
都創成大学学長就任

• 09年財団法人国際生涯学習研究
財団理事 11年4月れんげメディ
カルグループ理事長を歴任、現
在東大阪大学・短期大学部教授

 特技・強み

• 公衆衛生学、地域包括ケアシス
テム、社会福祉学、チームケア
論、国際介護福祉学

 主な実績

• 諏訪中央病院にて老人ﾃﾞｲｹｱ、訪
問看護等の新たなサービスをボ
ランティア達と共に開始

• メッセージ、ヒューマンライフ
ケア等の介護大手のコンサル、
エルサルバドル保健省等へのヘ
ルスプロモーション指導

 役職：理事

 氏名：石塚 裕介

 役割：戦略局長

 経歴：

• 2009年大阪大学大学院システ
ム創成専攻修了（ロボット工
学、プログラミング）

• 2009年楽天株式会社入社（戦
略・ブランディング・マーケ
ティング）

• 2015年2月株式会社Ymix設立、
代表取締役就任

 特技・強み

• 戦略・ブランディング・マー
ケティング

• プログラミング

 主な実績

• 佐藤可士和氏とともに楽天の
ブランディングを一手に担当

• 現在、大学生向けに無料で利
用できるコワーキングスペー
スを運営

• その他、多数のコンサルティ
ング実施



主要メンバー2
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 役職：理事

 氏名：二宮 英樹

 役割：医療局長

 経歴：

• 医師

• 2013年東京大学医学部医学科卒業

• 2015年関西医科大学枚方病院脳神経外
科

• 2016年MIZENクリニック

 特技・強み

• 物忘れ外来、頭痛外来

• 薬や手術に頼るだけではなく、コミュニ
ケーションや触れ合いを活かした診療

• 医療者と市民をつなぐ対話の場作り

 主な実績

• 医療ソーシャルビジネスメディア「ミラ
イリョウ」の立ち上げ、運営

• 茨城県笠間市における医療・介護・福祉
の対話の場「かさまねっと」創設

• 一般の方向けに医療情報を分かりやすく
解説するWEB医学事典の編集

• 医療の最先端である遠隔診療の普及活動

• 役職：

• 氏名：守屋 文貴

• 役割：

• 経歴：

医師・筑波大学医学部非常勤講師

• 01年横浜市立大学医学部卒後、横浜み
なと赤十字病院などにて医師として勤
務。

• ヘルスケアベンチャーの創業メンバー
として参画し、経営者としてのマネジ
メントを経験。

• 10年医療機関特化型の人材育成・組織
開発サービスを提供する(株)アクリー
ト・ワークスを創業。

• 特技・強み

• 医療機関向けの研修プログラム開発及
び実施、ワークショップのファシリ
テーション

• 実績

• 文部科学省のプロジェクトで筑波大学
と協力して医療従事者向けリーダー
シップトレーニングプログラムを開発
（中間報告では最高評価）

• 「医師のためのノンテク仕事術」（羊
土社刊、分担執筆）

 役職：

 氏名：大曽根 衛

 役割：

 経歴：

• 1999年横浜国立大学経済学部卒後、
(株)キーエンス入社。

• 03年(株)ミスミを経て、06年(株)メディ
ヴァに参画。主に医療機関の経営再生を
担当し、複数の病院の事務長等に従事。

• 10年医療機関特化型の人材育成・組織開
発サービスを提供する(株)アクリート・
ワークスを創業。

• 筑波大学医学部非常勤講師

 特技・強み

• 医療機関・ヘルスケア産業向け組織開
発・活性化支援。

• 理念共創、幹部教育・コーチング、チー
ムビルディング、採用体制の見直し等

• ファシリテーション、育成の場づくり他

 主な実績

• 医療機関向け組織開発コンサルティング
（総合病院～クリニックまで多数）

• 複数の医療機関の経営再生支援

• ヘルスケア雑誌等への寄稿多数



メンバー詳細
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 役職：理事

 氏名：鷹野 和美

 役割：副所長

 経歴：

• 医学博士、大学教授

• 信州大学大学院医学研究科博士課程終了

• 広島県立保健福祉大学助教授、東京大学大学院医学系研究科客員研究員、
長野大学社会福祉学部教授等経て、2008年4月、京都創成大学学長就任

• 09年財団法人国際生涯学習研究財団理事 11年4月れんげメディカルグルー
プ理事長を歴任、現在東大阪大学・短期大学部教授

 特技・強み

• 公衆衛生学、地域包括ケアシステム、社会福祉学、チームケア論、国際介
護福祉学

 主な実績

• 諏訪中央病院にて老人ﾃﾞｲｹｱ、訪問看護等の新たなサービスをボランティ
ア達と共に開始

• メッセージ、ヒューマンライフケア等の介護大手のコンサル、エルサルバ
ドル保健省等へのヘルスプロモーション指導



メンバー詳細
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 役職：代表理事

 氏名：藤井 雅巳

 役割：事務局長

 経歴：

• 2001年 早稲田大学政治経済学部卒後、日本政策金融公庫入社。

• 04年㈱ｸﾞﾗｯｸｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｱｿｼｴｲﾂ（最終職位：執行役員）を経て、
06年㈱ｼﾞｪｲ･ｳｨﾙ・ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ入社（最終職位：ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ）

• NPO法人七ハ会 ファウンダー

• 16年 地域包括ケア研究所創設

 特技・強み

• ヘルスケア産業/医療機関向けのコンサルティング、企業再生、企業買収

• 地域活性化・再生ファンド等組成

• 米国公認会計士（デラウェア州）

 主な実績

• 10数件の医療機関の再生支援投資

• 地域活性化ファンド組成（新潟県長岡市「長岡地域応援基金」等）

• 路線バス事業者の再生支援実績多数（例：北海道北見バス等）



メンバー詳細
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 役職：理事

 氏名：石塚 裕介

 役割：戦略局長

 経歴：

• 2009年大阪大学大学院システム創成専攻修了（ロボット工学、プログラミング）

• 2009年楽天株式会社入社（戦略・ブランディング・マーケティング）

• 2015年2月株式会社Ymix設立、代表取締役就任

 特技・強み

• 戦略・ブランディング・マーケティング

• プログラミング

 主な実績

• 佐藤可士和氏とともに楽天のブランディングを一手に担当

• 現在、大学生向けに無料で利用できるコワーキングスペースを運営

• その他、多数のコンサルティング実施



メンバー詳細
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 役職：理事

 氏名：二宮 英樹

 役割：医療局長

 経歴：

• 医師

• 2013年東京大学医学部医学科卒業

• 2015年関西医科大学枚方病院脳神経外科

• 2016年MIZENクリニック

 特技・強み

• 物忘れ外来、頭痛外来

• 薬や手術に頼るだけではなく、コミュニケーションや触れ合いを活かした診療

• 医療者と市民をつなぐ対話の場作り

 主な実績

• 医療ソーシャルビジネスメディア「ミライリョウ」の立ち上げ、運営

• 茨城県笠間市における医療・介護・福祉の対話の場「かさまねっと」創設

• 一般の方向けに医療情報を分かりやすく解説するWEB医学事典の編集

• 医療の最先端である遠隔診療の普及活動



地域包括ケア研究所が取り組む地域の課題
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安心して子育てできる社会へ

・地域参加型の子育てインフラ構築
・子育て世代のサポート体制
・豊かな心を育てる子育て環境

創造性の高い仕事ができる環境へ

・新しい産業の創出
・地域だからできる創造性豊かな職場環境

・子育て/介護離職ゼロ社会

安心の医療・福祉導入

・地域包括ケアの構築/推進支援
・医療機関/介護施設の改善支援

・地域の保健/健康指導
・医療資格者の定着支援
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地域包括ケアとは



地域包括ケアシステム研究所 理事
東大阪大学 教授

大分大学医学部 兼任講師
諏訪中央病院看護学校 非常勤講師

一蓮養老公司 総経理
鷹野和美 （医博）



・診療報酬と介護報酬の同時改定を踏まえた、医療と介護の役割分担の
明確化と地域における連携体制の強化の推進及び地域生活を支える在
宅医療の充実に向けた取り組み

・２０２５年（平成３７年）を目途に、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援
の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生
の最期まで続けることができるよう、地域の包括的な支援・サービス提供
体制（地域包括ケアシステム）の構築を推進する（厚労省）



○要介護度別認定者割合
2.9% 2.9% 2.4% 2.1% 1.9%

16.6%

７．２％ ９．３％

○各国の高齢者の居住状況（定員の比率）（全高齢者における介護施設・高齢者住宅等の定員数の割合）

【出典】平成22年6月 介護保険事業状況報告

※１
(0.9%)

ナーシングホーム、
グループホーム等

（4.2%）

日本 (2005)

プライエム等
（2.5%）

プライエボーリ・エルダボーリ等
(8.1％)

英国 (2001）※５

スウェーデン（2005）※３

デンマーク (2006）※４

米国 (2000) ※６

介護保険３施設等

※2 (3.5%)

ケアホーム
(3.7%)

ナーシング・ホーム
(4.0%)

シェルタードハウジング
(8.0%)

ｱｼｽﾃｯﾄﾞ
ﾘﾋﾞﾝｸﾞ等

(2.2%)

4.4%

11.7%

6.5%

10.7%

6.2%

要介護１ 要介護２ 要介護３
要介護

４

要介護

５

2.1% 2.2%

※１ シルバーハウジング、高齢者向け優良賃貸住宅、有料老人ホーム及び軽費老人ホーム(軽費老人ホームは2004年)。 ※２ 介護保険３施設及びグループホーム

※３ Sweden Socialstyrelsen（スウェーデン社会省）聞き取り調査時の配布資料（2006） ※４ Denmark Socialministeriet（デンマーク社会省）聞き取り調査時の配布資料（ 2006）

※５ Elderly Accommodation Counsel （2004） 「the older population」 ※６ 医療経済研究機構「米国医療関連データ集」（2005）

サービスハウス等
（2.3%）

※制度上の区分は明確ではなく、

類型間の差異は小さい。

○ 65歳以上の高齢者に占める介護施設・高齢者住宅等の定員数の割合を比較すると、日本

は、欧米諸国と比較して少ない。

65歳以上人口に占める認定者数、各国の介護施設・ケア付き高齢者住宅の割合

要支援１ 要支援２

21







 「地域包括ケアシステム」とは、地域住民に対し、保健サービス(健康づく
り)、医療サービス及び在宅ケア、リハビリテーション等の介護を含む福祉

サービスを、関係者が連携、協力して、地域住民のニーズに応じて一体
的、体系的に提供する仕組
すなわち、ソフト(事業)面では、その地域にある保健・医療・介護・福祉の

関係者が連携してサービスを提供するものであり、ハード面では、そのた
めに必要な施設が整備され、地域の保健・医療・介護・福祉の資源が連
携、統合されて運営されていること



『私たちはこの地域でどういう医療を展開してゆくのか
。地域住民の医療要求にこたえ、住民の健康を、生活
丸ごと保証してゆく保健・医療・治療・福祉・リハビリす
べてを包括した医療を実践してゆく、いわゆる「地域医
療」をこれからも推しすすめてゆくべきだろう。もちろん、
医者だけの力で「地域医療」は実現できない。働く病院
職員全体のコンセンサスを得、しなやかな感性を、イキ
イキと、医療の現場で生かせる病院とし、働くことによっ
て自分自身を解き放つ職場、真に地域住民のための医
療を創り出していきたい。ちぎれ雲ひとつない、晴れや
かな空を見上げるために、新たなる一歩を踏み出そう』







 岩手県：村立病院が中心となって展開した、保健・医療・福祉の統合シス
テム（増田先生＋太田村長）

 長野県：佐久総合病院が展開した、ハード・ソフト両面の統合システム
（若月先生）

 広島県：公立みつぎ病院（前掲・山口先生）

 長野県：諏訪中央病院が中心となり、医師会、行政、社協、住民ボラン
ティアを一体化して推進した地域包括ケアシステム（鎌田先生）

 宮城県：涌谷町立病院が中心となって保健福祉センターを設置して推進
した包括システム（前沢先生）



 4つの視点

①充実が求められる領域の適切な評価

・リハの充実、QOL歯科診療、身体疾患を有する精神患者

②患者から見て分かりやすく、安心・安全で生活の質
にも配慮した医療の実現

・医療安全対策の推進、退院支援の充実と適切な評価

③機能分化と連携推進を通じて質が高く効率的な医
療の実現

・急性期、へき地医療、15対1、診療所機能の再評価

④効率化の余地があると思われる領域の適正化

・ジェネリックの使用促進、平均在院日数の削減



入所前後訪問指導加算については、退所後の生活を支援
するため以下の要件を満たす場合、新たに評価を行う

○ 本人及び家族の意向を踏まえ、生活機能の具体的な
改善目標を含めた施設及び在宅の双方にわたる切れ目ない
支援計画を策定していること

○ 支援計画策定に当たって、多職種が参加するカンフ

ァレンスを行っていること

入所前後訪問指導加算 ４６０単位／回

⇒ 入所前後訪問指導加算（Ⅰ）４５０単位／回

入所前後訪問指導加算（２）４８０単位／回



 医療のない福祉、福祉のない医療は「存在できない」時代を迎えた

 自前で完結できないのであれば、「地域において」、「包括ケア体制」を
「チーム」で構築・運用しなさいということ

 厚労省の目指すのは「信州モデル」、「デンマーク・モデル」

 信州の地において、諏訪中央病院が実現してきた地域医療こそ、2025
年度の目指すべき姿



 医師・医療従事者の偏在と福祉要因の絶対的不足

 地方の人口減少・高齢社会の伸長

 自治体そのものの存続危機（人口減少・財政問題等）

 「消滅可能性896自治体」



 厚労省のモデルはあくまでもプロトタイプ

 地域のありようによって、目指すべきシステムは異なる

 第56回全国国保地域医療学会「地域包括医療・ケアを地域創世の礎に」

 いつもそうだが、システムに住民の姿が見えない？一番よく地域を知って
いる人なのに！

 若い人々の純粋な疑問を、感性と正義感とひらめきをもって解き明かして
いこう！



 医師の偏在をどうして是正するか？過疎地に赴く医師をどう確保できる
か？

 医師以外のメディカル・ケアスタッフをどう確保するのか？

 死に場所難民を出さないために、地域包括ケアシステムは機能するのか
？有効なのか？

 医療と介護等は、地域の住民とどのような向き合い、関わるのか？



35

地域包括ケア甲子園



地域包括ケア甲子園とは

36

地域包括ケアの考え方をもとに
地方を活性化する方法を考えるアイデアコンテスト



優勝チーム

37

日本一豆の町本別
元気くん

11月5日、6日に北海道本別町へご招待！
十勝町町村会の各首長と懇親会へ！
首長の前でアイデア発表！
国保病院で鎌田先生の研修を受けられる！
地元の方々とのバーベキュー！

11月5日は早朝出発予定。6日は夜帰宅。



本日の課題

38

1. 医療過疎地へ医師が移住するために必要なこと

2. 看護師等の医療・福祉従事者を地方でどうやって確保するか

3. 将来死に場所難民とならないようにするため必要なことは

4. 町に住む人々が幸せになるための医療・福祉とは

以下の4つの件をそれぞれ解決するアイデアを出す。



本日の課題
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発表の方法
画用紙に説明や絵を書きながら説明。
あとは代表者でも全員が発表でも、寸劇などしてもOK！

ただし、本別へ動画を見せるため、
大きく動くと先方へ見せられないの
で注意！



本日の課題
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もちろん、パソコンや、スマホなどで情報を調べることもOK！
（無いと思いますが、友達に電話で確認などもOK！）



本別町の場所

41

本別町



本別町の名産

42



本別国保病院

43
人口7,495名 月間診療数 1,800回 常勤医師3名+非常勤2名 一人当たり平均負担 450回/月



人口推移

44

このまま減少を続けると2040年には人口5,000人を切る見込みで、過疎化が進行。
特に20歳未満の世代が急速に減少。



流入・流出先

45

十勝地方内への流出以外は年によって、
流出先・流入先がバラバラで一定ではない。

道外からは年によっては流出・流入があるが、
主には北海道内での流出が多い。



本別国保病院

46

常駐の医師は3名、その他定期的に来る医師は2名。
常時すべての科の診療ができるわけではないが、以下のような診療部があり。



高校生アンケート
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本別に適当な職場が無い。本別で働きたい方も公務員・団体職員が多い。



企業誘致

48

機械化、オートメーション化が進み、雇用が徐々に必要なくなってきている
（特に2次産業はあまり）



観光産業

49

いわゆる「大自然」の観光施設はない。町おこしのためのイベントなどはあり。



年間の予算

50

(百万円)

（参考比較）NTTドコモの宣伝費は1か月で183億円

年間の予算は70億円程度。この中には道路の整備や、医療費、公務員の給与などすべて含まれる
（人口当たり一人93万円程度）



本日の課題
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1. 医療過疎地へ医師が移住するために必要なこと

2. 看護師等の医療・福祉従事者を地方でどうやって確保するか

3. 将来死に場所難民とならないようにするため必要なことは

4. 町に住む人々が幸せになるための医療・福祉とは

以下の4つの件をそれぞれ解決するアイデアを出す。



理想論

52

国保を解体して系列系民間病院に。医師を都会から派遣。

医師の給料をさらに倍増。（すでにめちゃくちゃ高い＆都会の2倍近く）

地域の良さ・課題をテレビCMなどで放送して認知向上。

医療大学を現地へ誘致。



理想論

53

国保を解体して系列系民間病院に。医師を都会から派遣。
→経営的に困難になった場合撤退。結果病院空白地に。

医師の給料をさらに倍増。（すでにめちゃくちゃ高い＆都会の2倍近く）
→これ以上、市町村の負担を増やすことが財政的に不可能。

地域の良さ・課題をテレビCMなどで放送して認知向上。
→テレビCMは都会で1本（15秒）、ゴールデンタイムで150万円程度。
製作費は安くて2,000万以上。

医療大学を現地へ誘致。
→誘致が不可能に近い。



54

デザイン思考



デザイン思考とは？

55

革新的なプロダクトを生み出すために、卓越したデザイナーの
思考法を活用すること。 中野明 超図解「デザイン思考」でゼロから1をつくり出す



広義のデザイン思考

56

内的欲求

外的需要内的能力

ここが一番
求められている

相手が望むこと
相手が聞きたいこと
TPOにあったこと

自分ができること
自分ができうること

自分がやりたいこと
自分が話をしたいこと
自分が打ち出したいこと



広義のデザイン思考

57

内的欲求

外的需要内的能力

ここが一番
求められている

相手が望むこと
相手が聞きたいこと
TPOにあったこと

自分ができること
自分ができうること

自分がやりたいこと
自分が話をしたいこと
自分が打ち出したいこと



デザイン思考とは？

58

1.現状を深く「観察」して共感する

2.集束思考で「正しい問題」を見つけ出す

3.発散思考で「解決策」を大量に創造する

4.失敗を前提に「アウトプット」を繰り出す

革新的なプロダクトを生み出すために、卓越したデザイナーの
思考法を活用すること。 中野明 超図解「デザイン思考」でゼロから1をつくり出す



現状を深く「観察」して共感する

59

顧客はいつも正しく、合理的行動をする

ただし、顧客に聞いても回答が返ってこない。
重要なことは顧客を「観察し」、何故その行動を取るのか

を自分事のように共感し、理解することが重要

（ピーター・ドラッカー）

※あくまでニーズを洗い出すという観点のお話で、
顧客の行動自体が常に正しいというお話ではないです。



現状を深く「観察」して共感する

60

先入観を捨て、顧客に「共感」しているか。

共感とは自分の先入観を疑い、自分が正しいと思うことを
いったん脇にのけ、本当に正しいことを学ぶこと。

トム・ケリー&デイビッド・ケリー



現状を深く「観察」して共感する

61

例:メルカリは現在約230名程度の社員（2016年2月）がおり、
そのうちの半数がCS（カスタマーサポート）。

「お客様のリアルな声を自分たちで聞きたい」ということが一番大きいです。
メルカリではお客様の反応を見ながらプロダクトの課題を洗い出し、改善を進
めています。創業者で代表の山田や経営陣は、サービスの急速な拡大に対して
柔軟に対応するためにも、CSの内製化は必須だという意識を、サービスローン
チ当初から持っていました。

カスタマーサポート部門のマネージャー
山田和弘 Kazuhiro Yamada

結果、サービスインより、わずか3年程度で1,600万DL突破

通常のインターネット企業は社員5,000人に対して、CS 10～20人程度



現状を深く「観察」して共感する

62出展:http://schoo.jp/class/2305/room



現状を深く「観察」して共感する

63出展:http://schoo.jp/class/2305/room



現状を深く「観察」して共感する

64

何故、医師が地方に行かないのか？
何故、地方が過疎化しているのか？
どういう福祉が良いのか？

：
：
：

もし医師だったら、もし看護師だったら、、
「自分が」ではなく、対象がどう思うのかを想像する



集束思考で「正しい問題」を見つけ出す

65

それぞれの課題には確実に問題が存在する。
その問題点を洗い出すことが重要



集束思考で「正しい問題」を見つけ出す

66

それぞれの課題には確実に問題が存在する。
その問題点を洗い出すことが重要

様々な洗い出し手法があるか、その中の一例として、KJ法を紹介



集束思考で「正しい問題」を見つけ出す
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課題を大量に書き出す



集束思考で「正しい問題」を見つけ出す

68

似ている課題をグルーピングする



集束思考で「正しい問題」を見つけ出す

69

病院の体制の問題

行政の問題

国の問題

住民の問題

表札をつける



集束思考で「正しい問題」を見つけ出す
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病院の体制の問題

行政の問題

国の問題

住民の問題

関係性の明記

連携可能

相談は可能
強制は不可

独立した問題



発散思考で「解決策」を大量に創造する
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水平思考

垂直思考

デザイン思考はアイデアを幅広く出す水平思考と、
アイデアをどんどん深堀する垂直思考から構成されている



発散思考で「解決策」を大量に創造する

72

例えば、「100mを早く走る方法は？」という課題に対して



発散思考で「解決策」を大量に創造する

73

例えば、「100mを早く走る方法は？」という課題に対して

フォームは頭を動かさない方が良い
靴は少しきつめのサイズが良い
食事は大会直前は糖質をメインに、エネルギーに変えるビタミンB1と併せて

：
：
：



発散思考で「解決策」を大量に創造する

74

フォーム、靴、食事、筋トレメニュー、コーチ、練習、ハートコントロール、環境、応援、表情、、

例えば、「100mを早く走る方法は？」という課題に対して



発散思考で「解決策」を大量に創造する

75

日本人が一番弱いところで、1つ良いと思えるアイデアが
出て来たら、そこでアイデア出しを終えてしまう。

アイデアは最低でも50個程度出すことを心掛ける。
良いアイデアだけではなく、良くないアイデアも出して、

何故そのアイデアが良くないかも理解する。



発散思考で「解決策」を大量に創造する

76

例えばPlayStationのロゴは以下のような形と、色の組み合
わせで検証。

出店 http://www.playstationlifestyle.net/

http://www.playstationlifestyle.net/


失敗を前提に「アウトプット」を繰り出す

77

「失敗を前提に」は、大きく失敗するのではなく、スピード
感をもって小さく失敗を繰り返しPDCAサイクルを回す



失敗を前提に「アウトプット」を繰り出す

78

PLAN

DOACTION

CHECK

計画

実行

検証

改善

PDCAサイクル:
致命的な問題がない範囲内で、やってみながら徐々に改善を
していく手法

やってみたいことを企画する

試しにやってみる

良かったこと、良くなかった
ことを原因とともに洗い出し

改善して再度やってみる



失敗を前提に「アウトプット」を繰り出す

79

最初のDoはラピッド・プロトタイピングで。
がっつり作りこむのではなく、まずは小さく試してみる。

事例

本を初めて出版したい。
↓

でも実際出版すると自費出版だと最低1,000万円ぐらいかかる。
↓

ならばネット出版して反応を見てみる。
↓

反応が良ければ、出版して販売する。



デザイン思考まとめ
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1.現状を深く「観察」して共感する
→対象者の気持ちになる

自分なら
どう思うか

対象者なら
どう思うか



デザイン思考まとめ

81

2.集束思考で「正しい問題」を見つけ出す
→課題をグルーピングしながら洗い出す



デザイン思考まとめ

82

3.発散思考で「解決策」を大量に創造する
→それぞれの課題ごとに解決策を大量に考える
その中で、良いと思えるアイデアを対象者の気持ちで選ぶ

水平思考

垂直思考

幅広いアイデア軸

深堀アイデア軸



デザイン思考まとめ
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1.現状を深く「観察」して共感する
→対象者の気持ちになる

2.集束思考で「正しい問題」を見つけ出す
→課題を洗い出す

3.発散思考で「解決策」を大量に創造する
→それぞれの課題ごとに解決策を大量に考える
その中で、良いと思えるアイデアを対象者の気持ちで選ぶ

4.失敗を前提に「アウトプット」を繰り出す
→実際に企画したものを実行してみる

実行は、本別に行った際に



本日の課題

84

1. 医療過疎地へ医師が移住するために必要なこと

2. 看護師等の医療・福祉従事者を地方でどうやって確保するか

3. 将来死に場所難民とならないようにするため必要なことは

4. 町に住む人々が幸せになるための医療・福祉とは

以下の4つの件をそれぞれ解決するアイデアを出す。

16時30分まで


