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＜テーブルメンバー＞ 
岸（立教 2）、星野（UT2）、嶋崎（武蔵３）、中垣（日大３）、八巻（早理２）、芹澤（日大
３）、村上（日大２）、権田（早稲田３）、國井（青学２） 
 

【ディスカッション全体の流れ】 
6人がオピニオンプレゼンターに立候補する中、嶋崎（武蔵３）の臓器移植に関するもの

で、コンパリソンエリアのプロシが１、AD>DA	 ２、gather DA>AD  ３、voting  ４、
examine  	 という手順のオピニオンシートが選ばれた。 
 

Problem areaから Cause area までは典型的な質問とそれに答えるオピニオンプレゼン
ターという構図でとくにゴチャリもなく進んだ。 

 
NFC area で村上（日大２）の、オピメのMandate では	 患者の real willを救うこと

はできないというアーギュメントに関して話し合った。real will とは道徳的に臓器を提供
してもらうことであり、この定義を用いて、彼は「強制的にとってきた臓器を患者は欲し

がらないのでは？」と自論を展開した。この意見をよりイメージしやすくするために、彼

は以下の例を用いて説明した。{空腹の人間 A を人間 B が見て、人間 C から食べ物を奪い
人間 Aに与える場合}と、{空腹の人間 Aを人間 Bが見て、善意で食べ物を与える場合}の違
いを説明し、オピメの mandateは J/Gが脳死者から臓器を奪うものであり、これでは患者
は満足しないのではないかという主張をした。 
このアーギュメントに対して、岸（立教２）、嶋崎（武蔵３）の Q・C、中垣（日大３）

の Cにより、real willというものが明らかになっていき、岸（立教２）が道徳や価値観は
人によって違うから some cut として扱おうという意見を提示し、最終的に嶋崎（武蔵３）
の PLANが TGの精神的苦痛に効果があるか否かはWorkability areaで検証しようという
Sによって流れた。 

 
Practicability area に入った瞬間、OPの嶋崎が、プロシージャ―を提示しアーギュメン

ターの意図をまとめる。アーギュメントは全部で 3つであった。 
① 星野（UT2）による、医療における、延命処置等を知らされ選択する権利（インフォ
ームドコンセント）を日本政府が侵害しているから実行性がないというアイディア。 

② 岸（立教２）による、より多くの脳死者が臓器移植に使われるようになり、脳死者を



探すことが困難になり、逆に医療の衰退につながるので実効性がないというアイディ

ア。 
③ 芹澤（日大３）のプランは J/Gのスタンスに反するというアイディア。 
ここで、星野（UT2）が実効性の判断基準は way の有無で決まるのか、それとも能力

の有無（実際に実行できるか否か）によって決まるのかという質問が出たが、OPのアン
サーにより wayの有無で実効性を判断することになった。 
よって、星野は自身のアイディアの提示と 2nd conclusion (informed consentの是非)

を ADDA comparison の結果に付け足すというコンセンサスを選択し、星野のアイディ
アが検証されることはなかった。 
次いで、岸（立教２）は実効性は実際に方法として日本政府が使えるか否かまで検証

すべきだと主張したため、テーブルは岸（立教２）のアイディアの検証に移る。嶋崎（武

蔵３）の効果的な Q・C、村上（日大２）のリフュートにより岸（立教２）のアイディア
が明らかになっていき、八巻（早理２）の S によってコンパリソンアイディアの一部と
して岸のアイディアを扱うこととなった。 

 
Workability area では、八巻（早理２）、中垣（日大３）の 2名のアーギュメントを検

証した。 
八巻（早理２）のアーギュメントは臓器移植コーディネーターが一度の臓器移植に大

人数関係しており、プランを実行するとコーディネーターの数が足りなくなり、プラン

の効果が得られないといものだ。そして、最終的な意図は、コーディネーターを育て、

資格を与えるようなシステムを spike plan として導入したいというものだった。 
このアーギュメントに関して、嶋崎（武蔵３）の効果的な Q・C、岸（立教２）のプロ

シージャ―の提示により、結果としてスパイクプランを導入するという結論に至った。 
次いで中垣（日大３）のアーギュメントは、医師に選択権があり、手術を断ることが

できるため、ADが得られないというものであった。中垣の最終的な意図も spike plan の
導入であったが、検証途中でディスカッションは終了となった。 

 

【テーブルを振り返った際のコメント】 
メンバーそれぞれが自分の考えを多かれ少なかれ Q や C、アーギュメントを用いてテ

ーブルに提示できていた点は好印象であった。ただ、ディスカッションが進むにつれて、

オピメと一部の人だけでの議論という印象があった。というのも、ほとんどの人が自分

の意見だけ提示しており、他人のアイディアに介入できていた人が非常に少なかったと

感じた。自分のテーブルでの役割をしっかりと考え、自分にできる範囲で目的意識を持

って議論に参加してほしい。 
今回たくさんのアーギュメントがテーブルに提示されていたわけだが、どのアイディ



アも結論を得るには至らなかった。以下 4 点に気を付けてもらいたい。①自分のアイデ
ィアに結論を得るためにどのような T/Pointやプロシが必要なのか、自分で考え提示する
心構えを持ってほしい。また、②PDDを行うにあたって自分の提示する論点の必要性と
いうものを再考してもらいたい。③テーブルでプレゼンする際は、意図と内容を簡潔に

明確にすること④喋り方伝え方がテーブルのレベルとニーズに合っているのかという部

分を意識してほしい。これら 4 点は技術面というよりは議論を行うにあたっての準備や
心構えだと思うので意識するだけで変わってくると思います。 
そして、オピニオンプレゼンターを中心としたトリートをする側は①発話者の最終的

な意図②アイディアの全体像③PDDの目的とそのアイディアの関連性（PDDの結論にど
う影響するのか）という 3点を意識して介入してもらいたい。 

	 	 ここからは独り言として聞いてもらいたい。ADDA コンパリがプラスがマイナスを上
回ればいいという考え方なのに対して、星野（UT２）の提示した権利の話などはすべて
の個人の満足レベルを一定に保つという考え方もでき、どちらもM/S/Betterにつながっ
ており、どちらの方が優先されるべきかというものを話し合っても面白いのかなぁと。。。

独り言です。また、八巻（早理２）や中垣（日大３）のアイディア等はスパイクプラン

を導入しなかった場合、どうなるのかなぁって考えてもらいたい。（AD の QT に影響す
るとか、ADゲットの termに影響する等） 

 

	 【最後に】 
   春セミお疲れ様でした。みんな雰囲気も良かったし、カッコ良かったです！！ 
 

	 【個人順位と選定理由】 

	 1位	 嶋崎（武蔵３） 
	 オピニオンプレゼンターとして議論を主導し、テーブルメンバーの意見を理解する質問

や議論への影響等を分かりやすくテーブルに提示し、話の取捨選択が出来ていたため１位

とした。課題としては一つの話に時間を使いすぎているというイメージがあるので３時間

で結論を得るために各エリアで何分使えるのか。どのアイディアを深めてどのアイディア

を流すのかといった自分なりの基準を考えてもらいたい。今後は、他人のアイディアの論

点抽出を練習して、介入の質が高いディスカッサントになってください。 
頑張れボトムの☆。 
 
２位	 岸（立教２） 
コンスタントな介入でテーブルに貢献していた。また、practicability areaへの自分の意

見を提示し、医療の発展衰退に関して、議論を深めようとした姿勢を評価した。岸はアイ



ディアの簡単な話し方を複数回提示しており、それによって無駄な混乱を発生させずに議

論を進めていた。今後は他人の話を検証する論点の提示・抽出の練習と自分のアーギュメ

ントでいかにして議論に影響を残すかを考えてほしい。とても惜しかったので、アッセン

ブリーでは１位をとってもらいたい。クールビューティーでした。 
 
３位	 星野（UT2） 

	 質問を中心に議論に貢献していた。彼は自分のアイディアに質問が来た際、本当に丁寧

な説明と他人に配慮した分かりやすいプレゼンによりしっかりと意見を提示していた点を

非常に高く評価した。課題としては Suggestion らしき Suggestion を一つも打てていない
ということである。チョイスからの recommendといった簡単なものからで良いので重点的
に Suggestionの練習をしてもらいたい。今後の活躍に期待しています。雰囲気がばうあー
に似ていると芝工某４年が言っていました。僕もそう思います。 
 
	 ４位	 八巻（早理２） 
	 臓器移植コーディネーターに関するアーギュメントからスパイクプランにつなげ導入し

た点を評価した。また、他者のアイディアを適したエリアに落とし込んだ点も良かった。

課題としては、Qを出す際に少しミクロになりすぎている点があるので、そういう時ほど、
全体のつながりや理由、必要性を分かりやすく提示すればいいと思う。そして効果的なカ

ンファメーションが少なかったので、カンファメーションを重点的に練習してもらいたい。 
さくら咲かせよう。 
 
	 ５位	 中垣（日大３） 
	 ディスカッション前半の Q・C、Workability areaでの医師の選択の自由に関して議論を
深めようとしていたことを評価した。課題点としては前半に比べ後半の介入量が極端に少

なくなってしまった点であり、非常にもったいなかった。一位をとるためには全介入の意

識は必ず必要になってくるので、もう一度気持ちを立て直し、今後ははじける笑顔で悔い

のないディスカッションライフを送ってもらいたい。顔がイケメンでした。 
 
	 ６位	 村上（日大２） 
	 Real willを分かりやすく説明するために、臓器移植を食べ物の例にあてはめて伝えよう
とする姿勢と、限定的であったが介入していたため６位とした。課題としてはアイディア

とパッションだけで乗り切ってやろうとしている気がして、いいのですが、もう少し、基

本的な質問やカンファメーションによってテーブルメンバーの意見を引き出し、話の取捨

選択をする意識を高く持ってほしい。ハードルを飛び越えずになぎ倒しながら走っている

イメージがあるので、しっかり飛び越えることを覚えてもらいたい。今後は、アイディア、

パッション、テクニックを兼ね備えたディスカッサントに成長してもらいたい。肉団子。 



７位	 芹澤（日大３） 
	 TG の SQ の状態や APA の状態等、重要な部分を適切についていた。また、他人のアイ
ディアをチャートに落とし、皆の理解を助けていた点も評価した。しかし、介入が限定的

であったためこの順位となった。課題としては、コンパリソンエリアまでのプロシーディ

ング能力である。芹澤の場合、自らのアイディアをコンパリソンで話すべきとして omitし
た点からコンパリソンエリアで話すアイディアがあったはず。ならば、話を進めるときに

気を付ける点は多々あるが、①今の話で分からない部分は何か②分からない部分は今必要

なのか、という２点を特に意識して介入してもらいたい。今後は S のメリットや通った後
の結果、そもそもの必要性等を上手に提示しながら進度と深度を意識してプロシーディン

グできるディスカッサントに成長してもらいたい。芹澤は雰囲気がアウトローでした。 
 
	 ８位	 権田（早稲田３） 

Rejectionの有無や星野（UT2）のアイディアの medical treatmentについて質問するこ
とで議論に貢献していた。課題としては Q の出し方が少し雑だった印象だ。質問の答えを
他者に丸投げする形が多かったので、クローズ Q にしてチョイスを出してあげると、答え
る側も答えやすく、返答後も自分に話が返ってくるため、次につなげやすくなると思いま

す。今回は実力が出し切れなかったのかな？という印象だったので、今後は自分のできる

ことは全部やるという意識で臨んでほしい。天使のような存在感でした。 
	  
	 ９位	 國井（青学２） 
	 介入が見られなかったためこの順位とした。しゃべれなかった経験は僕もあるので気持

ちはすごく分かる気がします。しかし、しゃべれない時間が長くなればなるほど発言する

のが困難になるので、次回からは早めに発言するようにしてほしい。5thはそれほど実力に

大差ない人たちが集まっているはずなので、臆せずに望んでもらいたかった。今後はもっ

とガツガツしてみてはどうだろう。イキイキと議論に参加している國井さんを見てみたい

です。 
 
 
詳しくリフレ等、欲しい方がもしいるようであれば連絡をください。 
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