
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多職種合同ワークショップ実施ガイドライン 2.0 
for 病気の⼦どものトータルケアセミナー2014 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

研究代表者 ⾕川弘治 

 

 

 

 



 

  

 

ガイドライン第 2 版の発⾏にあたって 

 

本冊⼦は『多職種合同ワークショップ実施ガイドライン（第 1.51 版）』の改定版である。今回の改定は、

2013（平成 25）年度中に実施した 5 回の「病気の⼦どものトータルケアセミナー」と「研修コンサルテー

ション・スーパービジョン」の経験を踏まえて、加筆・修正を⾏った。 

本ガイドラインに基づく『研修プログラム集・教材集』は、2014 年度中に、随時下記 URL にて公開して

いく予定であるので、あわせてご覧いただきたい。 

本ガイドラインと研修プログラム集・教材集（以下、冊⼦）の公開の⽬的は、私たちの研修会の質保障だ

けでなく、医療保育⼠、病弱特別⽀援教育担当教師、そして共に働く医療スタッフの皆様が実施する研修の

質的向上にある。そのため、冊⼦の内容（記載されている考え⽅、研修⽅法、資料等）の⼀部を、職場単位、

地域単位の研修会でご利⽤いただくことについては制限を設けない。冊⼦の内容の⼀部を、研修会を超えて

配付する場合は、研究代表者にご相談いただきたい。 

また、皆様から、研修を実施してのご感想、ご意⾒などをお寄せいただければ幸いである。 

 

 

 

ＵＲＬ   http://homepage1.nifty.com/k_tanigawa/index_seminar.html 

研究代表者 E-mail  koji-tanigawa@nifty.com 
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１ 

序 

 

本ガイドラインは、医療を要する⼦どもとその家族にかかわる保育⼠と教師の専⾨性の向上を、課題を共有し

うるパートナーである医師や看護師、チャイルドライフスペシャリストなどの医療スタッフと共に実現していく

ことを⽬的とした、多職種合同ワークショップの企画・運営の考え⽅と⼿⽴てを⽰している。 

これは、多職種が同じ⽴場で参加し、共通の課題について協働作業を実践していく演習形式の研修によって、

⾃らの役割と専⾨性（とくに、対象理解の視点やかかわり⽅など）を確認あるいは再確認できると考え、4 年前

に⽴ち上げた研究プロジェクトの１つである。本プロジェクトの最終⽬標は、職場並びに地域の関係者と協⼒し

て研修を企画・運営したり、スーパービジョンやコンサルテーションを⾏うことができる⼈材の育成にある。こ

れによって、持続可能な地域単位の研修システムを構築する基盤が整備されると考えるからである。 

効果的なワークショップを実施するためには本ガイドラインの考え⽅への理解と、ワークショップの企画・運

営スキル（とくにグループワークのファシリテート・スキル）の獲得が不可⽋である。同様の研修を企画運営さ

れる場合、可能であれば、私たちのワークショップに参加し、グループワークにおける同⼀職腫および多職種の

相互作⽤を経験していただきたい。とくに、スーパーバイザーセミナーは、共に問題解決を図るための考え⽅と

スキルを⾼める上で、お役に⽴てると思われる。 

 

１. 研究プロジェクトのコンセプト 

多職種合同ワークショップ「病気の⼦どものトータルケアセミナー」は、医療保育⼠と病弱特別⽀援教育担当

教師の専⾨性の向上をめざす研究プロジェクトの⼀環として実施されてきた1。本プロジェクトには、地域の医療

機関や学校、児童福祉施設などの関係者が集い実施する、このワークショップと、施設単位あるいは個⼈単位で

⾏う研修コンサルテーション・スーパービジョンの 2 つの構成要素がある。 

プロジェクト全体のコンセプトは下記の通りである（⾕川 2012）。 

① 地域性：参加者の仕事場にできるだけ近い会場で、⾼い⽔準の研修が受けられる状況をつくる。参加者の

時間的、経済的、家庭的負担の軽減、⽇常的交流の促進に⽋かせない条件である。 

② 持続可能性：取り組みを無理なく持続させ、継続的に研修を受けられる状況をつくる。 

③ 系統性：系統的な研修プログラムを作成する。医療現場では経験年数別到達⽬標を明確にした研修プログ

ラムが作られている。医療保育や病弱特別⽀援教育においても、同様の研修プログラムを作成することで、

協働のパートナーである医療スタッフの理解と協⼒も得やすくなる。私たちは、とくに個別の保育⽀援計

画や教育⽀援計画のあり⽅が必ずしも明確になっていないという現状認識をもっており、ワークショップ

において、個別の⽀援計画のあり⽅を検討し、参加者の実践によって検証したいと考えてきた。こうした

経験を整理することで、実質を伴った系統的研修プログラムの構築を⽬指すことができる。 

④ 多職種合同：⽬標と実践を共有しうる多様な職種が影響し合うことで、トータルケアを実施する上で必要

な視野を広げ、深めることができる。参加者の実際の職場の状況は多様であり、医師や看護師からの積極

的な情報提供を受けたり、多職種によるカンファレンスに参加する機会が少ない場合では、得がたい経験

となる。また、医療の場でコーディネート役を担う看護師⻑や認定看護師などの参加が得られると、チー

ムワークをどのように作っていくか、参考となることが多い。 

                                          
1 平成 22 年度⻄南⼥学院⼤学保健福祉学部保健福祉学研究所の助成および平成 23 年度〜25 年度⽇本学術振興会科学研究費

補助⾦基盤研究（C）の助成を受けて実施してきた。 
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⑤ 実践性：ワークショップでの諸経験が、⽇々の実践に活⽤できる。講義による最新の知識の獲得と再確認

は重要であるが、それらを活かしたグループワークと組み合わせることで、実践性を実現しようとしてき

た。具体的には、設定されたテーマとフォーカスに沿った標準的な模擬事例を⽤いたロールプレイやケー

スカンファレンスなどを⾏っている。⽇常とは異なる条件で⾃分の役割を経験したり、⽇常とは異なる役

割を担ったりすることで、視野を拡張したり、⾃らの実践を振り返るきっかけを提供することができる。 

⑥ 研修におけるスーパーバイザーの育成：参加者からスタッフを募集し、⾃分たちで研修を企画運営してい

く能⼒と⾃信を⾝につけることを⽬指す。取り組みを進める中で、⾃発的に情報を交換し合い、交流する

姿がみられるようになる。仲間の相談に乗ったり、業務を改善していく⽅法を⾒いだすためには、固有の

知識と技能が求められるため、スーパーバイザーの育成は研修のテーマでもある。 

 

 本ワークショップは、2010 年度からの 4 年間に、福岡、⼤阪、東京、札幌で、計 26 回を実施してきた(Table

１)。実施にあたって地域の実情を考慮した運営組織（スタッフ会議）の組織化、企画内容と運営⽅法の熟慮が必

要となる。初期は、運営スタッフと共に、できるところから始めることになる。6 つのコンセプトを満たすには、

継続的な運営スタッフの発掘と育成が必要となる。そのためにもノウハウを蓄積し、共有することが⽋かせない。

本ガイドラインは、運営のノウハウを整理し、共有することをねらって作成したものである。 

 
Table １ ワークショップ「病気の⼦どものトータルケアセミナー」の開催数（2014 年 2 ⽉末⽇現在） 

開催地 2010 2011 2012 2013 合計 

福岡 ４＊ ４＊ ３ 2 １3 

東京 １ ２ ２ 1 6 

札幌 ０ １ ２ 1 4 

⼤阪 ０ １ １ 1 3 

合計 ５ ８ ８ 5 ２6 

＊ 2010、2011 の各 1 回は、医療保育学会九州ブロック研修会と合同開催 

 

２. 基本を押さえながら、⾃由な発想で内容を構築し、進⾏⽅法を⼯夫するために 

ワークショップでは、参加者からスタッフの⼈材を発掘することを⼤切にしている。スタッフとして、本ガイ

ドラインに⽰した基本的な考え⽅や⽅法を習得した後は、⾃分たちの⾃由な発想で企画し、運営できるようにな

る。 

ワークショップ成功の鍵は、参加者同⼠が相⼿を受⼊れ、多様な意⾒に⽿を傾けながら、働きかけることで、

テーマに関して、基礎を振り返ったり、何らかの発⾒を得たりできるかどうかにある。スタッフは、参加者の相

互作⽤を伴う学びを促進する仕組みをワークショップの中に埋め込まなければならない。広く参加者を受⼊れて

いく姿勢を維持するには、スタッフ⾃⾝が受け⼊れられていく経験が⽋かせない。参加者が⾃由な発想を出し合

い、学びを進めていくことと、スタッフが⾃由な発想を出し合い、学びを進めていくことは、⾞の両輪をなすも

のと考えられる。 

スタッフがもっとも難しさを感じるのはファシリテーターの役割遂⾏である。ファシリテーターは各グループ

に配置され、ワークがテーマやフォーカスから外れないように、しかも相互作⽤が促進されるように流れをつく

る要となる。後に述べるようにグループワーク進⾏カードを作成し、必要に応じてシミュレーションを⾏うなど

の⼯夫によって、⾃信を持って取り組むことが可能となる。スタッフの会議は必須であるが、そのあり⽅は地域

によって多様である。  



 

3 

Ⅰ 内容の構築 

 

１. 経験年数別到達⽬標の設定 

私たちは、医療保育や病弱教育を担当してからの経験年数を基準として、下記の様な段階的研修⽬標を設定し

ている。個⼈に焦点をあてたときの研修の系統性を確保するためである。⼤まかに「2、3 年を終えるまでに」、「3

〜6 年を終えるまでに」の 2 段階に分け、その上にスーパーバイザー研修を位置づけた。 

⼀職場の研修においては、さらに細かく 1 年ごとの研修⽬標を設定して内容を構成することも多いが、地域で

⾏うワークショップにおいて、1 年ごとに細分化することは現実的ではない。経験年数に幅があることで、教え

あい、⽀え合う関係を提供できるため、柔軟な研修の設計を⼼がけたい。 

私たちは、経験年数を考慮せずに⼀つのテーマ・フォーカス・内容で進めたり、共通テーマのもとに経験年数

別のフォーカスと内容を設定するなど、いろいろな試みを⾏ってきた。実際には後者の設定でも、初⼼者向けの

グループに経験者が参加することもある。基礎から⾒直したいという要望が反映しているものと考えられる。 

スーパーバイザー研修については、経験年数を明⽰していないが、原則として第 2 段階の「3〜6 年を終えるま

でに」で⾝につけたい事項を押さえた上で受講することが望ましいと考えている。職場や地域によっては、より

早い時点でスーパーバイザーとしての⼒量形成を⽬指すことが求められることがあるためである。 

 

(1) ステップ 1：ファーストステップセミナー（2、3 年を終えるまでに） 

総括的な⽬標：⾃⽴して業務を展開できる（最初は指導者と共に） 

保育⼠や教師としての基本技能（保育における遊び、教育における学習指導等）は、それを獲得しているこ

とを前提に下記を⽬指す。新卒者の場合は、基本技能を使える状態にするための研修（多くは、On the Job 

Training: OJT による）と職業⼈⼀般に必要な知識と技能の研修が必要である。 

 

① 当該の専⾨職の医療フィールドにおける意義と役割を理解している 

② 配属された職場及び密接に連携と協働を図りつつ仕事をする職場（たとえば、院内学級にとっての学級

を開設している病院）の理念と組織、意思決定の⼿順、他の専⾨職の役割、連絡窓⼝を理解している 

③ 個々の対象理解に基づく基本的な配慮を構成できる 

④ 個別の保育⽀援、教育⽀援の考え⽅と⼿順を理解し、職場の上司や先輩あるいは職場外のスーパーバイ

ザーの指導を受けながら、実⾏できる（みたて、計画、実施、記録） 

⑤ セーフティマネジメントの考え⽅と⼿順を理解し、実⾏できる 

⑥ 他職種との連携と協働の考え⽅と⼿順を理解し、上司の指導を受けながら実⾏できる 

⑦ みずからの研修課題を理解し、計画的に実施できる 

⑧ 上司や先輩の⽀援を受けながら研究報告ができる 

 

 

(2) ステップ 2：ステップアップセミナー（3 年⽬〜6 年を終えるまでに） 

総括的な⽬標：⾃らの専⾨性を向上させ、職場並びに地域の関係者とネットワークを形成できる 

 専⾨職として⾃⽴した業務が展開できるだけでなく、その経過を振り返り、向上させることができ、職場の

全体を向上させることができる。さらに他職種との関係を⾃ら形成し、あるいは改善していくことを⽬指す。 
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① 職場の業務計画を⽴案・実施できる 

② 個別の保育⽀援、教育⽀援を、対象や状況を踏まえて、適切に計画し、実施できる（みたて、計画、実

施、記録）。さらに、状況に応じて⽀援を柔軟に調整することができる 

③ ⾃らの知識と技術の⽔準を評価し、課題を発⾒できる 

④ ⾃らの⾏動傾向、⽇々の感情状態を意識し、コントロールできる 

⑤ 複数配置の場合は、同⼀の専⾨職スタッフと協⼒できる。また、後輩の相談に乗ることができる 

⑥ セーフティマネジメントシステムを活⽤し、業務を改善できる 

⑦ 他職種との連携と協働を計画的に向上させることができる 

さらに、⾃らの専⾨職の意義と役割、仕事の進め⽅などを、他職種に説明できる 

⑧ 研究報告ができる 

 

(3) ステップ 3：スーパーバイザーセミナー 

総括的な⽬標：マネジメントとスーパービジョン・コンサルテーションを実施できる 

マネジメントの役割をいつから持たなければならないかは、その内容によって異なる。また、職場によって

も異なるため、⽬標年数を明⽰することは難しい。管理者でなくても、管理運営や業務改善の基本を学ぶこと

は、実践の向上に⽋かせない。スーパービジョンやコンサルテーションについても、その基礎は早い段階から

学ぶ意識をもって取り組みたい。専⾨職としての実践は、スーパービジョンを受けることから始まると⾔って

も過⾔ではないからである。 

 

① 専⾨職内の管理・運営のあり⽅を理解し、実施することができる 

② ⾃らの管理・運営の知識と技術を評価し、課題を発⾒して、向上させることができる 

③ 後輩のスーパービジョンや教育を計画し、実施できる 

④ 他職種へのコンサルテーションを実施できる 

 

２. 研修内容の構成要素 

研修内容を系統的に構成していくための要素として下記は不可⽋である（Table2）。なお、保育⼠にとって特別

⽀援教育についての知識や技術が必要かどうかについては、いろいろな意⾒があり得るであろう。逆も同様であ

るし、医師や看護師にとって医療保育や特別⽀援教育の知識や技術が必要かについても、同様の議論が成り⽴ち

うる。私たちは、ある専⾨職にとって、他の専⾨職の視点（アセスメントの視点や⽀援ということの考え⽅）、も

っている情報（どのような情報を必要としているか）、⽀援の計画の概要を理解し、協働の⼿がかりを得ることは、

不可⽋の専⾨性であると考えている。 

 なお、研修を⾏う際に、構成要素がテーマとなる場合もあるが、何らかのテーマの中に埋め込まれる場合もあ

る。これまでのワークショップでは、A)基礎的な知識とスキルのうち⑤疾病と治療の理解、⑥職場の理解の 2 つ

は、アセスメントと計画⽴案といったテーマの中で補⾜されることが多かった。 

いずれにしても、地域のニーズや 1 年間に可能な開催回数などの諸条件を考慮して、選択することが望ましい。 
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Table 2 研修内容の構成要素 

A) 基礎的な知識とスキル 

① 医療保育の意義と⽅法：意義 保育計画 遊び活動 個別の保育⽀援計画 

② 病弱特別⽀援教育の意義と⽅法：意義 教育計画 個別の教育⽀援計画 

③ トータルケアとチーム医療：トータルケアの考え⽅ チーム医療 協働の計画化 

④ 対象の理解 

⼦どもの⼼理社会的問題と⽀援：不安・ストレスへの対処の⽀援 ⽣活の場での感情表出の扱い 

   ⼦どものセルフケア⾏動の形成⽀援 社会⽣活の課題と⽀援 ⾃⽴の課題と⽀援 

    家族の⼼理社会的問題と⽀援：保護者 きょうだい 

⑤ 疾病と治療の理解 

⑥ 職場の理解 

⑦ 地域との連携：病院と地域 特別⽀援学校（学級）と地域 

⑧ コミュニケーションスキル 

⑨ セーフティマネジメント：患者安全の基本理念 感染管理 インシデントの検討 

 

B) 個別⽀援計画と実施 

① 初期の⽀援（初期の関わりと情報収集、安⼼の提供） 

② 保育と遊び活動のためのみたて・計画・実施：急性疾患 慢性疾患 

③ 学習活動のためのみたて・計画・実施：慢性疾患 

④ ケースカンファレンスによる計画の調整 

⑤ 退院⽀援と地域連携 

⑥ 記録と振り返り 

 

C) 家族⽀援 

① 親の理解と⽀援 

② きょうだいの理解と⽀援 

 

D) エンドオブライフケア 

① エンドオブライフケアの考え⽅と流れ 

② 保育⼠や教師の役割 

③ ⽀援の進め⽅ 

 

E) 管理運営 

① 組織運営の進め⽅ 

② 業務の計画化と⾒直し 

③ 業務改善活動 

 

F) コンサルテーションとスーパービジョン 
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３. ステップ 1 から 3 への内容の配当 

A)から D)までは、ステップ 1 および 2 に配当され、E)F)はステップ 3 で学ぶ内容となる（Fig.1）。 

ステップ１（ファーストステップセミナー）に配当されるもの： 

基本の理解と技術の定着のための研修であり、内容的には A）が配当される。 

 ステップ 2（ステップアップセミナー）に配当されるもの： 

これまでの経験を振り返り、整理を図っていくこと、同僚や他の専⾨職との相互理解や⽀援の⼒を付けてい

くことなどが課題となる。内容的には B）から D)を進めていくこととなるが、さらに A)の知識やスキルの⾒直

しを含む必要がある。 

 ステップ３（スーパーバイザーセミナー）に配当されるもの： 

職場の意思決定と業務の流れを理解して業務全般の計画を⽴案すること、⼈間関係を構築しながら業務を遂

⾏すること、業務改善活動を進めていくこと、さらに同⼀職種のスーパービジョンや他職種へのコンサルテー

ションの⼒を⾼めていくことが課題となる。 

 

 
Fig. 1 ステップ別の構成要素 

 

実際のワークショップでは、①明確にステップ 1 とステップ 2 のグループを分け、異なる課題（ねらい、内容、

視点を含む）で取り組む場合、②各グループに多様な経験年数の参加者を配置し、すべてが共通の課題で進めて

いく場合の２種類が⾏われてきた。前者のように経験年数別で課題を分ける場合でも、企画者としてはステップ

２への参加を念頭に置く参加者がステップ１に参加する場合もある。これは、A)の⾒直しを希望するためであり、

柔軟に対応することが必要であった。後者の場合は、経験年数の違う参加者による学ぶ-教える相互作⽤を研修に

活かすことになる。 

以上のように、状況に応じて多様なグループ編成と課題設定を⾏う柔軟性を⼤切にしたい。 

 

４. 参加者の実践による検証過程の重要性 

ワークショップのコンセプトの項で述べたが、研修によって獲得された知識やスキルは、参加者の実践によっ

て検証されなければならない。医療保育や病弱特別⽀援教育の知識とスキル、とくに個別の⽀援計画については、

まだまだ発展途上にあり、研修において伝達すれば終わりとすることはできない。 

もちろん簡単には検証できない知識やスキルも存在するが、スタッフだけでなく参加者も含めて、現場での活

⽤や検証を意識しておくことで、実践上の⼯夫を引き出すことができる。実際に、医療保育における個別保育⽀

援計画（急性期バージョン）や、⻑期⼊院児向け個別保育⽀援計画、さらに個別教育⽀援計画のフォーマットな

どが、スタッフや参加者から提案され、現場での利⽤も進み始めている。 

実践経験をもちより、共有することは、プロジェクト全体の根幹をなすものといえる。 

ステップ１

•基礎的な知識とスキ
ル

ステップ２

•基礎の⾒直し

•個別⽀援計画と実施

•家族⽀援

•エンドオブライフケ
ア

ステップ３

•管理運営

•コンサルテーション
とスーパービジョン
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５. 研修コンサルテーション・スーパービジョンの経験との相互環流 

前項で述べた検証過程は、希望施設に対して個別に⾏っている研修コンサルテーション・スーパービジョン（以

下、研修コンサルテーション）での取り組みともリンクしている。 

研修コンサルテーションは、現在までのところ、医療保育・病弱教育、⼩児看護の研究者らで⾏うもので、希

望する施設（あるいは個⼈）に対して、職場内での研修プログラムの作成と実施についてのコンサルテーション

を⾏ったり、実践に対するスーパービジョンを⾏う取り組みである。この取り組みは、職場（個⼈）のニーズに

応じて進めていくものであるが、実践的な内容であることから、ワークショップの企画を検討する上でも、⼤い

に役⽴っている。たとえば、急性期バージョンの個別保育⽀援計画のフォーマットは、研修コンサルテーション

において作成、検証されてきたものであり、それをワークショップで利⽤し、意⾒をいただいて、さらにブラッ

シュアップを図るという経過をたどっている。 

このようにワークショップと研修コンサルテーションの各々の経験を相互に環流させることで、より効率的な

研修プログラム開発を進めることができる。ただし、研修コンサルテーションでの経験をワークショップで利⽤

して良いかどうかは、職場の状況を踏まえて慎重に検討すべきである。 

専⾨家向けの専⾨家による⽀援活動には地域差が認められる。状況を変えていくためには、下記の様な⽅策が

考えられる。 

①医療保育や病弱特別⽀援教育を理解し、協⼒してくださる教育者や、さまざまな専⾨技術者を掘り起こし、

協⼒を得る（社会資源の開発）。まずは、各種学会や研修会に参加したときに積極的につながりを作っておき

たい。遠⽅では、費⽤⾯、時間⾯など、制約が⼤きいが、まずは相談にのって下さる⽅が必要である。また、

地域の関係者で集まり、情報を交換し合う中で、協⼒が得られそうな⼈材を発⾒できる。私たちのワークシ

ョップも、こうして⼈材を得てきた（巻末の登録講師⼀覧を参照のこと）。 

②⾃分たちが相談に乗り合う（相互研鑽）。これは、もっとも確実な⽅法であり、専⾨職としての研修の⽬的の

１つであることを、再度、押さえておきたい。スーパーバイザーセミナーの実施も、こうした点で、⼤いに

役⽴つと思われる。 

 

６. カリキュラム化への模索 

職場での研修を計画的に進めるには、本ガイドラインに⽰した研修の構成要素を、系統だったカリキュラムと

して再編成していくことが必要である。そのためには、これまでに⽰した作業を蓄積しながら、より多くの検討

と試⾏錯誤を進めなければならない。ワークショップは 1 年間に限られた開催回数となるため、重点化されたテ

ーマについて、講義+グループワークという形式を⽤いて、研修効果を⾼めようとしている。しかし、A)から F)

の内容全般の系統的な習得を⽬指す場合、そのすべてをグループワーク（グループディスカッションやロールプ

レイ）による演習形式で進めていくことは、合理的とはいえない。地域単位の研修としては､テーマにより講義形

式、演習形式、実習形式など、様々な学習形態が試されるべきである。また､個⼈単位の⽇々の学習をバックアッ

プするためには､e-learning の導⼊なども検討すべきと考えている。これらは､今後の課題としたい。 
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Ⅱ ワークショップの企画・運営 

 

１. スタッフグループの組織 

ワークショップの企画運営には、それを担うスタッフグループが必要である。職場単位の研修を考える場合は、

研修を担う組織において多職種ワークショップのコンセプトへの理解を得ることから始め、内部にスタッフグル

ープを設ける。地域単位での研修を考える場合は、当該地域に専⾨職の集まりがあれば、その集まりで検討する

とよい。多職種で構成されたスタッフグループを組織できることが望ましいが、無理なく、可能な範囲から始め

るようにしたい。 

スタッフとして協⼒してくださる⽅、その可能性がある⽅にイメージをもっていただくには、本書の活⽤、先

⾏するワークショップへの参加、私たちが実施している研修コンサルテーション2の利⽤などが考えられる。 

 

２. 単位時間 

ワークショップは１⽇ 5 時間から 6 時間で⾏っている。タイムテーブルとしては午前 10 時に開始し、午後 4

〜5 時に終了する。間に 1 時間程度の昼⾷時間と休み時間を⼊れている。集中⼒の点からこれを超えることは望

ましくない。複数のグループワークを組み合わせる場合は 6 時間を基本に設計したい。5 時間で終了するには、

課題を絞り込む必要がある。 

 

３. ワークショップの構成要素と進⾏における各要素の配置 

ワークショップを構成する要素は Table3 に⽰すとおりである。ここでは、⼤きく、準備、展開、まとめ、フリ

ータイム、オプションに分けて解説する。 

 
Table 3 ワークショップの構成要素 

 必須の要素 ① 主催者あいさつと各種連絡 

② テーマとフォーカスの説明 

③ 参加者による個⼈記録⽤紙への個⼈⽬標の記⼊ 

④ アイスブレーク 

⑤ 講義あるいはパネルディスカッション（テーマに関する知識と技術の解説） 

⑥ グループワークとシェアリング 

⑦ まとめと個⼈記録⽤紙の記⼊ 

⑧ ⾷事と休憩の時間 

 オプション ⑨ 講義（テーマを深めたり、視野を広げる） 

⑩ 持ち寄った遊びの⼯夫や教材、教具集などの展⽰ 

⑪ 遊びなどの実技講習 

 

 

 

 

                                          
2 詳細は、右ホームページに掲載している。 http://homepage1.nifty.com/k_tanigawa/index_seminar.html 
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（1）準備（①〜④） 

②「テーマとフォーカスの説明」と③「参加者による個⼈記録⽤紙への個⼈⽬標の記⼊」によって、参加者の

意識を⾼める。個⼈記録⽤紙の１つを Fig.2 に⽰した。⽬標は 3 つまで記⼊することを求めているが、この場合、

参加者全員が記⼊するまでに 10 分程度必要である。①「主催者あいさつ」などを含めて 30 分に収めるには②「テ

ーマとフォーカスの説明」を簡潔に、要点を押さえて⾏うよう⼼がけたい。 

④「アイスブレーク」は、グループ内の⾃⼰紹介と⼼⾝の緊張を解くことをねらって 20 分程度実施する。ワー

クショップにおける位置づけは準備であるが、どのタイミングで実施するかは、流れをみて検討する。⼀般に、

初参加者が多い場合は、早い時点で実施することが望ましい。 

 

 
Fig.2 個⼈記録⽤紙の例 

この記録⽤紙はロールプレイを予定している場合に使⽤する。そのほかのグループワークでは、ロールの欄がない。 

 

（2）展開（⑤、⑥） 

テーマに関する知識と技術を解説する⑤「講義あるいはパネルディスカッション」および⑥「グループワーク

とシェアリング」で構成される。⑤と⑥の順序、および⑥で⾏うワークの数は、フォーカスと参加予定者の状況

などを踏まえて⼗分に検討したい。教材を作成し、グループを構成して、シミュレーションを⾏った結果、当初
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の計画を変更することも少なくない。そのため、参加予定者には、あらかじめ、予定の変更がありうることを伝

えておきたい。 

⼀般に、参加予定者の背景、専⾨職に対する理解、知識や技能は多様であることから、⑤「講義あるいはパネ

ルディスカッション」から始めることが多い。これによって、理解のレベルをある程度合わせ、グループワーク

を⽅向付けることができる。この場合、⑤⑥という順に進めていくことになる。しかし、最初に⽅向付けを与え

ないで、参加者の置かれている状況や多様な意⾒を出し合い、共有し合うことから始めた⽅がよい場合がある。

この場合、⑥⑤という順に進むことになる。 

 

（3）まとめ（⑦） 

リーダーは、1 ⽇のワークショップで明らかになった事項を、テーマとフォーカスに沿って⼿短に整理し、提

⽰する。講師がまとめを⾏う場合もある。その後、個⼈記録の記⼊、提出によって、終了とする。 

 

（4）フリータイム（⑧） 

参加者の⾃発的な交流を促進するためには、昼⾷時間、休憩時間の過ごし⽅を任意とすることが望ましい。 

 

（5）オプション（⑨〜⑪） 

グループワークのシェアを終えて、さらに理解を深めたり、視野を広げるための⑨「講義」を⾏うことがある

が、⼿短なものに限られる。そのほか、メイン企画とは別に、遊びの⼯夫や教材、教具などの展⽰、⼿話ダンス

などの実技の講習会を設けたりする場合がある。 

 

４. テーマとフォーカスの設定 

テーマとフォーカスは、参加が⾒込まれる専⾨職者の状況やニーズを考慮し、経験年数別到達⽬標と Table2 に

⽰した研修内容の構成要素を⼿がかりにして設定する。 

テーマは、キャッチコピーでもあるので、参加して欲しい専⾨職者に魅⼒が伝わり、⾏ってみたいと思える表

現を選びたい。 

フォーカスは参加者が学ぶ際に注意を向けて欲しい視点を⽰すものである。提⽰した視点を押さえることでひ

とまとまりの学びとなるように設定する。フォーカスは、ワークの課題設定に直接影響するものであり、2〜3 点

で⽰すことが、参加者の注意⼒、時間設定などの上からも必要である。 

 
Table 4 テーマとフォーカスなどの設定例       （東京セミナー・2012 年度・第 1 回） 

構成要素 A)基礎的知識とスキルの形成に関する研修プログラム 

構成要素（⼩項⽬） 病弱特別⽀援教育の意義と⽅法、 トータルケアとチーム医療 

テーマ 多職種で考える病気の⼦どもの教育⽀援 

フォーカス ①病気の⼦どもの学校教育の意義を考える 

②教育⽀援における保育⼠、看護師の役割を考える 

③医療スタッフと教師の連携を考える 

内容・課題 ①フリーディスカッション「私の考える教育の意義・役割」 

②パネルディスカッション「個別の教育⽀援をどう進めるか」 

 パネラー：教師、看護師、保育⼠ 

③ロールプレイ「出会いの場⾯を構築する ⼊院後の混乱期の⼦どもと共に」 
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table 4 に⽰した例は、病弱特別⽀援教育をチームとして⽀えることができるようになるために必要な知識とス

キルのブラッシュアップを図ることをねらって実施したものである。つまり、各職種に何ができるかを、職種を

超えて意⾒交換することで明らかにしようとした。その際、私たちは、まず、参加者がもっている病弱特別⽀援

教育の役割に対するさまざまな考え、さらに、さまざまな疑問や願いがあるという現状認識に⽴ち、それらを傾

聴し合うことからスタートすることとした。フォーカス①「病気の⼦どもの学校教育の意義を考える」と、内容・

課題①「フリーディスカッション『私の考える教育の意義・役割』」の設定は、このような問題意識に対応したも

のである。 

 

５. 内容と課題の明確化 

ワークショップのテーマとフォーカスに基づいて、研修内容と参加者が取り組む課題を明確にしていく。とく

にグループワークの課題設定がワークショップ成功の鍵を握っているため、⼗分時間をかけて検討を進めたい。 

グループワークの形式としては、①グループディスカッション、②ロールプレイ、③ケースカンファレンスに

区別している。ケースカンファレンスはグループディスカッションの⼀種と考えることもできるが、ケースカン

ファレンスのロールプレイと考えることもできる。 

以下、課題設定時に留意すべき点を整理しておきたい。 

 

(1) 専⾨職として関与できる課題設定と配慮事項の検討 

参加者が、専⾨職として関与している、あるいは関与する可能性がある課題を取り上げることが基本である。 

課題設定を場⾯設定から⾏う場合、職場が多様であるため、経験したことがない疾病や職場環境を設定するこ

とはあり得る。その場合は、不⾜する知識を補うように配慮すべきである。教師にとって 0 歳児の⽀援について

検討するといった現実的ではない課題設定は避ける。 

⼀⽅、「保育に期待すること」や「教育に期待すること」を多職種で話し合うなど、場⾯設定に依存しない課題

設定も可能である。その場合、意⾒交換に辺り、お互いの職場状況の違いを理解し、受けとめあうように意識づ

けておく必要があるかもしれない。 

このように、課題設定にあたっては、参加者の関与可能性と、設定課題の⻑所と短所を考え、配慮事項までを

整理し、対応するようにしたい。私たちは、スタッフの柔軟な発想を⼤切にしていくことで、さまざまな⼯夫が

可能であるという実感をもっている。 

 

(2) 参加者全体へのプレゼンテーションを意識する 

グループディスカッションは、「ディスカッションのまとめ」、「個別⽀援計画」、「教材・遊具類と使⽤⽅法」、

⼿洗い歌などの「作品」を作成するなど、グループ間のシェアを考えて内容を検討する。ロールプレイは、それ

を参加者が観察し、質疑することで、実施者の意図までをシェアできる。このように、グループワークのシェア

の⽅法を企画の当初より意識しておくと、課題も明確にしやすくなる。 

また、ワークショップの最後に⾏うリーダーとしてのまとめの「落としどころ」を意識しておくことも、課題

設定に⽋かせない。 

 

(3) 模擬事例を準備する 

主催者が模擬事例を提⽰する場合は、あわせて下記を検討したい。 
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① ⼦どもと家族が直⾯する課題状況としては、保育⼠や教師としての関わりがある時期を選ぶこと、職場

の違いを超えて共有しうる基本的な知識とスキルにつながる場を選ぶことが必要である。その意味で、

⼊院中の⽀援が基本となる。その場合は、a.診断の確定と⼊院初期、b.⼊院中期、c.退院時、d.ターミナ

ル期など、それぞれに特有のものがあることを踏まえて、局⾯を選択する。 

なお、外来保育や病児保育室、障害児通園施設、地域の学校など、地域における⽀援や病院と地域の連

携も、テーマとして重要である。 

② 病棟で働く保育⼠が最も多く出会う事例は感染症であり、特別⽀援教育担当の教師は慢性疾患の事例で

あろう。⼩児がん等専⾨性を要する疾病は、職場が限られる。このような参加者の背景を踏まえながら

検討していく必要があるが、もう⼀⽅で、いずれの疾病も医療フィールドで働く専⾨職としては理解し

ておくべきであるという観点も必要である。 

模擬事例は、原則として、何を学ぶか（テーマとフォーカス）に依存して選択されるべきであり、参加

者の知識や技能の多様性に配慮した補⾜資料を提供し、必要な解説を⾏うことが望ましい。 

③ 特別⽀援教育担当の教員にとっては、学齢期の事例から⼊る⽅が取り組みやすいと思われる。保育⼠に

ついては、学齢期の⼦どもとかかわる場⾯もあるので、問題なくケースを共有して検討できると思われ

る。教師としても乳幼児期の事例に取り組み、また保育⼠や看護師の考え⽅を知ることも⼤切な経験と

なりうるので、１年に複数のワークショップを⾏う場合は、そのような事例を取り上げても良いであろ

う。 

 

模擬事例をもとにしたロールプレイを⾏う場合はさらに検討する課題があるが、それについては後述する。 

 

(4) 事前課題の設定 

グループワークを効果的に進めるために、参加者に事前課題を提⽰することがある。たとえば、①職場で困っ

ていることをレポートすること、②事前に提⽰した事例について検討し、遊びや⽀援を計画してレポートしたり、

事前に教材・教具などを作成してくること、などである。当⽇の提⽰では準備ができない場合に⽤いられている

が、1 年の計画を⽴案し案内を作成した段階で、事前課題の有無を明⽰しておくべきである。 

これまで実施してきたワークショップのテーマ、フォーカス、内容、事前課題などは、巻末の資料を参照され

たい。 
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６. グループワークの構造と進⾏ 

 

Fig. 3 グループワークの基本構造 （単位グループは 4〜6 程度） 

 

(1) グループの構成メンバーの選び⽅ 

下記①から⑦の視点にもとづきグループ編成を検討する。その際、フォーカスや進⾏⼿順に応じて柔軟に対応

し、固定的に考えないことが⼤切である。私たちのワークショップでは、多様な職種が学び合うことをねらって

いることはすでに述べてきたとおりである。そのため、１つのグループを多様な職種で構成する形が標準的であ

るが、そうでない場合がある。 

１つは､ワークショップの最初に職種別にグループを編成し、そのグループで所定のワークを⾏い、その後に、

他職種グループとのワークの経過や結果の共有と、グループ間での討論を⾏うという⼿順がある。最初に同⼀職

種内で⼗分に議論する機会を提供することで、⾃らの業務に関する検討を深めることができる。さらに各グルー

プを１専⾨職と⾒なしてのカンファレンスを体験することにもなる。この流れでのカンファレンスは、他のグル

ープからの質問について、グループ内で話し合ってから返事を返すことができるため、初⼼者でも緊張しないで

参加できるという利点もある。 

２つには､同⼀職種グループでのワークの後、そのグループメンバーをばらして構成する多職種グループによる

ワークを展開するという⼿順がある。 

 

① フォーカス：その回のフォーカスに基づいて、合理的なグループ構成を⾏う 

② 進⾏⼿順：1 種類のグループで進める場合もあれば、2 種類のグループを⽤いる場合もある 

③ ⼈数：課題設定によるが、6 から 8 名くらいまでが望ましい 

＜⼈数設定の根拠＞ 

 お互いに⾔動を把握できる 

 適切な距離感を保てる 

 意⾒交換の時間配分が⾏いやすい 

 必要な役割を⼀⼈ずつ分担できる 

 ⽋席者がいても⼀定の集団に保てる 

④ グループ数：後ほどのシェアをスムーズに⾏うには 4〜6 グループが望ましい 

③を加味すると１つのワークショップの参加者は 20 名から 50 名程度までが望ましい 

リーダー 

 

 

 

 

 

 

●単位グループ 

  メンバーは目的に応じて選ぶ 

  記録と発表者は必要な場合に選ぶ 

ファシリテーター 

参加者 

参加者 

参加者 

参加者 

参加者 

参加者 

参加者 

全体 

司会

全体 

司会

単位グループ 

単位グループ 

単位グループ 
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⑤ 職種の多様性の扱い：多職種合同の利点を活かしたグループ構成は、柔軟に考える 

⑥ 経験年数の扱い：通常は、同⼀職種の経験年数がばらつくようにメンバーを選ぶ。経験年数別の到達⽬標

を踏まえ、経験年数別のグループを構成することもある 

⑦ 職種、経験年数以外の背景のばらつき：職場、職場の特徴などについてもばらつくように設定する 

 

(2) グループワークを⾏うにあたり参加者が守るべき約束 

グループワークにあたって下記①から④の約束を守るように促す。これらは参加申し込みの確認時にメール等

で伝達すると良い。 

 

① 傾聴と共有：メンバーの発⾔には⽿を傾け、尊重し合うこと 

② 積極的な関わり：積極的に役割を得て、関わる 

③ 距離：メンバーとの適切な⼼理的距離を保つ 

 メンバーは学ぶために参加していることを前提とし、その⽬的に応じた⼼理的距離を⼤切にする 

 グループワーク内の出来事を、グループワークを終わってから引きずらないように注意する 

④ 秘密保持：グループワークで知り得た情報は漏らさない 

 

(3) 当⽇の配慮点 

グループ編成は申し込みの締め切り後にあらかじめ⾏っておく。 

当⽇は、グループで作業が⾏えるように机をあわせ、開会時からグループ毎に着席する⽅が円滑に進めること

ができる。職種別、新規参加か継続参加かなど、参加者によって配付資料が異なる場合があるため、あらかじめ

参加者別の配付資料を名札や領収書と共にセットし、机上に準備しておくとよい。 

職種別グループと多職種合同グループなど複数のグループ編成を⽤いる（つまり参加者は両⽅のグループを経

験することになる）場合は、１つを基礎グループとして位置づけ、開会時は基礎グループで着席する。基礎グル

ープはアイスブレークでの相互交流を経験することになる。 

なお、諸般の事情で⽋席者が多い場合、状況を⾒てグループ編成を変更する。この場合、ワークショップのリ

ーダーは受付係と連絡を取り、迅速に対応する必要がある。とくに、あらかじめ 2 つ以上のグループを編成して

いる場合は、対応が複雑になるため、調整役を 1 名配置しておくことが望ましい。 

 

(4) グループワークの流れの作り⽅ 

グループワークからシェアリングまでの⼀連の流れを 2 つのタイプに分けて⽰す。グループワークとシェアリ

ングには、思った以上に時間がかかることが多いため、終了時間には余裕を持たせておくことが望ましい。 

 

① 多職種グループによるグループワークから、全体でのシェアリング 

グループでの議論で基本的なフォーカスを達成したうえで、各グループの結果の発表と意⾒交換によ

って、視野を広げていくという戦略をとるタイプである。ワークショップの時間を共に過ごす基礎集団

として、最初から多職種で過ごすことができるため、視野を広げる、他職種への理解を深める、ワーク

ショップを離れた個別的な交流を促進するなどの観点から、推奨される。 

グループディスカッションを進めるためには、いろいろな⽴場の意⾒を拾い上げ、観点を整理してい
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くファシリテーターの⼒量が要となる。同⼀職種での話し合いほどの経験がない参加者が多いため、何

をどう議論すると良いか、グループワーク進⾏カードを作成し、前⽇にシミュレーションを⾏って調整

しておくことが望ましい。 

また、グループ討議をシェアするためには、発表者には発表を簡潔にまとめる⼒量が必要である。多

職種での議論のため、観点が多様であり、⾔葉だけでの発表では共有が難しい。ボードを作成するなど、

視覚的にも分かりやすくする⼯夫が求められる。 

 

② 同⼀職種グループによるグループワークから、全体でのグループディスカッション（シェアリング） 

下記は、⼀般的な進め⽅の例である。 

Phase1: グループ内で同⼀職種での話し合いや資料作成を⾏う。 

Phase2: グループを⼀個⼈と考えて、多職種のカンファレンスを⾏っていく。たとえば、本来ならば各

職種 1 名が参加して⾏うケースカンファレンスを、保育⼠グループの代表者が「⼀保育⼠」、

教師グループの代表が「⼀教師」、看護師グループの代表が「⼀看護師」となって、カンファ

レンスを⾏う。この場合は、リーダーがカンファレンスのコーディネーターとなって、議論を

進めていく。 

Phase3: リーダーによるまとめを⾏う。 

 

他の職種から出された意⾒は、適宜、各グループ内で話してから返答を⾏うなど、グループメンバー

は代表者をサポートできるため、代表者には負担が少ない⽅法といえる。また、この流れは、他の職種

の意識や⾏動、他の職種の検討の進み⽅、同⼀職種内での意⾒の多様性などが鮮明になるという特徴が

ある。ただし、最初に同⼀職種で集まってしまうため、多職種交流の観点からは、多職種グループも併

せて取り⼊れるなどの配慮が必要となる。 

 

③ 同⼀職腫グループによるグループワーク、多職種グループによるグループワークの組み合わせ 

さまざまな組み合わせが検討できるが、下記は実際に⽤いたものである。 

Phase1: 同⼀職種グループでの話し合いや資料の作成 

Phase2: 同⼀職腫グループから離れ、多職種グループになって、話し合いや資料の作成 

Phase3: 同⼀職腫グループに戻っての、多職種グループでの議論の共有と資料への反映 

Phase4: 同⼀職腫グループで作成した資料のシェアリング 

Phase5: リーダーによるまとめ 

 

(5) 作成物の共有 

各グループで作成した様々な個別⽀援計画、教材、その他掲⽰物については、その⽇のうちに、できるだけ共

有できる状態で持ち帰ってもらう。デジタルカメラで撮影した画像を印刷できる複合機があると便利である。参

加者のデジタルカメラなどでの撮影を許可する、スタッフがのちほど整理して配布する、電⼦化されたファイル

をメールに添付したり、ファイル共有サービスを⽤いてダウンロードするなど、⼿段は様々である。 

これらの作成物の利⽤範囲は、原則として参加者に限ることを申し合わせておきたい。また、参加者による録

⾳や録画は、著作権の問題、無⽤な拡散防⽌の観点から推奨できない。許可する場合は、共有範囲を明⽰し、講

師や参加者の許可を得て⾏うべきである。 
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(6) グループワークの進⾏表（ファシリテーター⽤進⾏カード Fig.4）の作成とリハーサルの重要性 

グループワークを進⾏させるには、各グループに配置するファシリテーターの⼒が不可⽋である。ファシリテ

ーターが共通する⽅向でワークを進⾏できるように進⾏表を作成しておく。また、進⾏表に基づくワークが、計

画通りに進むかどうか、スタッフでリハーサルを⾏うことが望ましい。リハーサルを⾏うことで、頭の中のイメ

ージでは浮かんでこなかったアイデアが浮かんできたり、展開が難しい局⾯が⾒えてくる。これらへの対処を話

し合うことで、展開の仕⽅を⼤きく変えることもありうる。 

こうした諸々の取り組みが、スタッフの共通理解を形成することになる。 

 

 
Fig.4 グループワーク進⾏表の⼀例 
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７. ワークショップに必要な役割 

本ワークショップはスタッフの⼒なくしては実施できない。スタッフは運営者でもあるが参加者でもある。よ

り主体的に係わっていることがスタッフ⾃⾝の研修効果を⾼める。また、参加者からスタッフを募集して、研修

を⾏いながらワークショップを進め、さらに適宜世代交代を図っていくことが、持続可能な研修システム構築の

鍵となる。以下では、スタッフが担っている主要な役割を整理する。これ以外にも、会場設営係、受付、マイク

係など、必要な係があることをお断りしておきたい。 

 

(1) 全体司会の役割とその⽀援 

① 役割： グループワークの構成要素の外側にあたる、全体の進⾏に責任を持つ 

② 全体司会の⽀援 

 事前の打ち合わせをしっかり⾏うことで、⾃信を持って進められるようにする 

 臨機応変に対応できるように、問題がある場合はリーダー（後述）に相談する 

③ 全体司会の振り返り 

 セッション終了後に振り返りを⾏い、スタッフ全員で共有する。その上で意⾒交換を⾏い次回に役

⽴てる 

 

(2) アイスブレーカーの役割 

① 役割： 参加メンバーの⼼の解放とコミュニケーションの促進を⾏う 

 ⼼⾝をリラックスさせ、集中⼒を⾼める取り組みを⾏う 

 ⾃⼰紹介など、メンバーの相互理解を促進する 

② 留意点 

 アイスブレークに時間をかけすぎると、全体の流れを阻害することがあるので気をつけること 

③ アイスブレーカーの振り返り 

 セッション終了後に振り返りを⾏い、スタッフ全員で共有する。その上で意⾒交換を⾏い次回に役

⽴てる 

 

(3) グループワークリーダーの役割 

① 役割：グループワークの進⾏全体に責任を持つ 

 メンバーにフォーカスを説明し、グループワークに必要な情報やスキルを提供する 

 グループワークの全体を進⾏させる 

 グループワーク後のグループを超えたシェアリングを進める 

 グループワークのシェアリングを受けて、フォーカスに基づいたまとめを⾏い、 

今後の実践において何を⼤切にしてほしいか、課題を提⽰する 

 ファシリテーターの⽀援を⾏う 

② グループワークリーダーの振り返り 

 セッション終了後にファシリテーターの振り返りと併せて、リーダーとしての振り返りを⾏い、共

有する 

 さらに参加者の提出書類や感想の検討を加え、リーダーとしての振り返りを⾏う 
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(4) ファシリテーターの役割とその⽀援 

① 役割：各グループに 1 名配置し、グループワークのねらいが効果的に達成されるように、グループメン

バーの発⾔と⾏動を促進する 

 グループワークリーダーとグループメンバーのコミュニケーションを促進する 

 グループ内で、いま⾏うこと、考えること、などを説明したり、流れをつくる 

 参加しにくいメンバーがいた場合、参加を促す 

② ファシリテーターの⽀援 

 ファシリテーターが役割を果たすためには、事前の打ち合わせ、ロールプレイなどによって、 

その回のグループワークの中で考えること、⾏うことなどをイメージ化できるようにする 

③ ファシリテーターの振り返り 

 セッションの終了後に、必ずファシリテーターが振り返りを⾏う。 

まずは、うまく⾏ったこと、⾏かなかったこととその理由、新しい発⾒などについて、 

リーダーを含むスタッフ全員で共有する。そのうえで意⾒交換を⾏い、次回に役⽴てる 

④ 参加者が少ない場合 

 参加者が少ない場合は、ファシリテーターを設定せずに進⾏することがある 

 

(5) ワークショップ企画・運営担当者 

ワークショップの経験を重ねることで、スタッフグループから個々のワークショップの企画・運営担当者を選

出できるようになる。担当者は、テーマとフォーカスの設定、内容の構成、講師とのやりとり、予算作成など、

各種の実務を統括する。 

こうした経験が、職場内での研修計画の⽴案と実⾏につながることを期待したい。また、こうして得た⼈的資

源とのつながりは、地域における専⾨職者としての役割を担う上で、⽋かせないものとなるであろう。 

 

(6) 受付・会計・グループ調整者 

ワークショップを円滑に進めるためには受付が重要であるが、あらかじめ名札や配布物は机上に準備し、受付

でのやりとりは、参加費、グループの案内などの情報伝達に限定することが望ましい。領収書などの作成のため

には会計が受付にいることが望ましい。 

また、⽋席者がある場合のグループの調整なども受付とリーダーで⾏うが、参加⼈数が多く、編成するグルー

プが複数の場合は、調整担当を置くことが望ましい。 

 

(7) スタッフからスーパーバイザーへ 

ワークショップスタッフの経験は、専⾨職としての向上の課題をとらえたり、研修へのニーズを掘り起こす⼒

を⾼める効果がある。また、ファシリテーターの経験は、様々な専⾨職への理解を深め、サポートのためのスキ

ルを獲得することにつながる。 

こうした⼒は、現場における同僚のスーパービジョンや他職種へのコンサルテーションの基礎となりうるもの

である。しかし、現場でのスーパービジョンやコンサルテーションは、研修の企画運営とは異なる要素を含んで

いるため、ステップ３のスーパーバイザーセミナーへの参加を勧めたい。 
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８. ロールプレイの技法 

 
(1) ロールプレイの意義 

ロールプレイは、模擬的な課題状況を⽤いて、参加者が⽀援を計画し、実際に⽀援を展開することで、計画と

実施過程の⾒直しを⾏うことができる。相互作⽤を通しての実感は、代えがたい経験となる。 

本ワークショップは、多職種が参加することを活かして、さまざまな視点を学び合うことを重視しているが、

ロールプレイでは、2 つの⼿⽴てが考えられる。 

① 参加者は⾃分の職業ではなく、他の職業あるいは⽴場を経験する 

② 参加者は⾃分の職業で計画を⽴て、他の職種との相互作⽤を経験する 

医療保育にしても、病弱特別⽀援教育にしても、実際の業務中に、多職種との密度の⾼い相互作⽤は経験でき

ない場合が少なくないようである。さらにいえば、セミナー参加者は専⾨性向上への意識が⾼いと思われること

から、積極的な相互作⽤の経験を提供できる。 

 

(2) ロールプレイの課題設定 

各グループに提⽰する課題状況を設定し、その課題状況に登場する各ロールの意識と⾏動、ロール間を⾏き来

する情報などを明確にする必要がある。ワークショップの課題設定と同じく、ワークショップのテーマとフォー

カスに基づいて設定することはもちろんであるが、さらに医療との関わり（⼊院しているのか、外来通院である

のかなど）、どのような疾病であるのか、対象児は何歳かなど、⼗分に検討を⾏う必要がある。 

 

下記の①から③は、ワークショップの課題状況の設定についての項で述べたものを再掲する。ロールプレイを

⾏う場合は、さらに④以後を検討しておきたい。 

 

① ⼦どもと家族が直⾯する課題状況としては、保育⼠や教師としての関わりがある時期を選ぶこと、職場

の違いを超えて共有しうる基本的な知識とスキルにつながる場を選ぶことが必要である。その意味で、

⼊院中の⽀援が基本となる。その場合は、a.診断の確定と⼊院初期、b.⼊院中期、c.退院時、d.ターミナ

ル期など、それぞれに特有のものがあることを踏まえて、局⾯を選択する。 

なお、外来保育や病児保育室、障害児通園施設、地域の学校など、地域における⽀援や病院と地域の連

携も、テーマとして重要である。 

② 病棟で働く保育⼠が最も多く出会う事例は感染症であり、特別⽀援教育担当の教師は慢性疾患の事例で

あろう。⼩児がん等専⾨性を要する疾病は、職場が限られる。このような参加者の背景を踏まえながら

検討していく必要があるが、もう⼀⽅で、いずれの疾病も医療フィールドで働く専⾨職としては理解し

ておくべきであるという観点も必要である。 

事例として取り上げる事例などは、原則として、何を学ぶか（テーマとフォーカス）に依存して決定さ

れるべきであり、参加者のレディネスを踏まえて、必要な補⾜資料を提供し、解説を⾏うことが望まし

い。 

③ 特別⽀援教育担当の教員にとっては、学齢期の事例から⼊る⽅が取り組みやすいと思われる。保育⼠に

ついては、学齢期の⼦どもとかかわる場⾯もあるので、問題なくケースを共有して検討できると思われ

る。教師としても乳幼児期の事例に取り組み、また保育⼠や看護師の考え⽅を知ることも⼤切な経験と
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なりうるので、１年に複数のワークショップを⾏う場合は、そのような事例を取り上げても良いであろ

う。 

④ 状況設定を明⽰すべきものと、ロールを担うものが⾃由に設定するものがある。たとえば、⺟親（役）

は、⼊院中の我が⼦の⼤好きな遊び、玩具、なければ寝られない何かなど、⾃由に設定してもらうこと

がある。こうした情報は専⾨家（役）に共有されていないところからロールプレイが始まるため、専⾨

家の情報収集作業を引き出すことにつながる。 

⑤ 課題状況は複数設定することは時間的に難しいことが多い。通常は 1 つの課題状況を設定し、その⼀連

の流れの中で、2 つくらいの場⾯を取り上げる。たとえば、⽩⾎病で⼊院した⼦どもの初期の情報を元に

して、初めての関わりを⾏う場⾯のロールプレイを実施し、そのロールプレイで把握した情報を元に検

討を加えて計画を⽴て、その計画に基づくロールプレイを実施するという⼿順があげられる。 

 

(3) ロールプレイの進め⽅ 

ロールプレイの進⾏⼿順の基本は下記の通りである。 

 

① 課題の提⽰と説明 

② モデルの提⽰：これは必須ではないが、最初に⾏っておくと、参加者はイメージ化しやすくなる 

③ 参加者のロールの決定：⼦どもと家族、保育⼠、教師、看護師などロールプレイを⾏うものだけでなく、

観察者を設定することもある 

④ 追加情報の作成：必要に応じてであるが、各ロールとして追加すべき情報を検討してもらう 

⑤ ロールプレイの実施 

⑥ 意⾒交換：グループ内で、ロールを⾏ったものの感想・質問・意⾒、観察者の感想・質問・意⾒などを

出し合う。各々の優れた点と課題をあわせて明らかにしていくことが望ましい 

⑦ まとめ：意⾒交換をまとめる 

⑧ シェアリング：各グループのロールプレイの経過と意⾒のまとめを発表し合い、共有化を図る 

⑨ フィードバック：リーダーとしてのコメントを参加者に返す 

 

上記はシェアリングを意⾒交換の後に⾏うという⼿順をあげたが、⑤のロールプレイを１グループずつ、他の

グループの前で展開して、他のグループからの意⾒や質問を受付けることもある。現職の保育⼠や教師であれば、

後者の形でも、あまり緊張せずに取り組むことができるようだ。 

ロールプレイは③と④の準備に時間がかかることが多く、シェアリングの後のフィードバックまでの時間配分

は余裕を持たせておくことが望ましい。 
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９. 準備物 

準備物は、テーマ、フォーカス、内容、参加者数などを踏まえて、必要なものをそろえる。 

本ワークショップでは、下記の様なチェックリストを⽤いている(Fig.5)。 

 

 
 

Fig.5 必要物品チェックリスト 

＜説明＞ 

①インフォームドコンセントとは、個⼈情報の取扱い

などの説明にもとづく同意を得るための資料を指す

 ＶＴＲなどの記録については、その取扱いに⼗分に

注意すること 

②ロールシンボルとは、ロールプレイの際にどの役割

かが分かるように絵や⽂字を記したプレートのこと

③素材・道具、遊具・教具、⾝近な医療備品・消耗品

は、遊びの⼯夫を紹介したり、ロールプレイで遊び

を実施する際に使⽤する。点滴台などが準備できな

い場合は、代替品で⾒⽴てる 
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資料 

１. 登録講師⼀覧 

ワークショップの講師・パネラーなどとしてご参加下さった⽅で、今後も研修にご協⼒いただける⽅を登録講

師として紹介する（Table 5）。地域や職場における研修プログラム作成の際に、ご活⽤いただきたい。 
 Table 5 登録講師⼀覧 （50 ⾳順） 

⽒名 所属 職名 連絡先 

専⾨  

セミナー （セミナーでの主な実績） 

市川雅美 市川カウンセリングオフィス 臨床⼼理⼠ http://kokoro-care.com/ichikawa/index.html 

専⾨ 臨床⼼理学 

セミナー 講義「医療・療育の継続に難しさを感じる親への⽀援－解決志向の考えを実践する」及び演習 

（福岡・2012・#3、⼤阪・2012・#1） 

講義「コンサルテーションとスーパービジョンの進め⽅」（福岡・2013・＃２） 

⾦⼦イシエ ⼿話ダンス・サンダー  fab191408@cap.bbiq.jp 

専⾨ ⼿話ダンス 

セミナー 実技指導（⼿話ダンス） 

⾕川弘治 ⻄南⼥学院⼤学 教授 kota@seinan-jo.ac.jp 

専⾨ 臨床⼼理学 病気の⼦どもの教育⽀援 医療保育 

セミナー セミナー全般の企画・運営 

⼼理⽀援、保育⽀援、教育⽀援に関する講義及び演習全般 

島⽥康 しまだ⼩児科 医師 http://www31.ocn.ne.jp/~shimada_chc/ 

専⾨ 感染症 

セミナー 講義「セーフティマネジメントの⼿続きを再確認する」（福岡・2011・＃３） 

塚原成幸 清泉⼥学院短期⼤学 助教 tsuka@seisen-jc.ac.jp 

専⾨ 道化師 児童⽂化論 

セミナー 講義「ユーモアコミュニケーションとは」及び演習（福岡・2011・＃４、札幌・2013・＃１） 

仲本千佳⼦ 名護療育園 医師・保育⼠  

専⾨ ⼩児⾎液 重症⼼⾝障がい児の療育 

セミナー 講義「病気の⼦どものトータルケアを考える - 病院と地域の連携を中⼼に」（福岡・2012・＃１） 

東島明⼦ 元 福岡⼤学病院 臨床保育⼠ akko_h@jcom.home.ne.jp 

専⾨ 医療保育 （医療保育専⾨⼠） 

セミナー セミナーの企画・運営 

講義「臨床保育⼠ 36 年の歩み」（⼤阪・2013・＃１） 

⼭⼝悦⼦ ⼤阪市⽴⼤学医学部付属病院 医師  

専⾨ ⼩児がん 医療安全 QC 活動 

セミナー セミナーの企画・運営 

テーマ「セーフティマネジメントの⼿続きを再確認する」での助⾔者（福岡・2011・#3） 

講義「安全管理と感染防御について－医学的に必要な具体的理解と対策－」及び演習（東京・2013・＃１）

講義「業務改善の考え⽅と進め⽅」及び演習（福岡・2013・#2 スーパーバイザーセミナー） 

＊最新版はホームページでご確認ください。http://homepage1.nifty.com/k_tanigawa/ 

 ＊連絡⽅法の記⼊がない場合は、研究代表者である⾕川までご相談ください 

  



多職種合同ワークショップ実施ガイドライン 

 23 

２. リファレンス（abc 順） 

Bearison, D. J. & Mulhern, R. K. (1994) Pediatric Psychooncology – Psychological Perspectives on 

Children with Cancer. Oxford University Press 

 

Child Life Council (1998) Child Life Council Activity Recipe Book. Child Life Council 

夏路瑞穂(監訳) (2013) チャイルドライフカウンシル 遊び活動レシピブック ⽇本語版. ⾕川弘治(私製) 

 

Egan, M. (2010) Evidence-Based Interventions for Social Work in Health Care. Routledge 

 

Gaynard, L. et. al. (1998) Psychosocial Care of Children in Hospitals. Child Life Council. 

 

Hart, R. & Rollins, J. (2011) Therapeutic Activities for Children and Teens Coping with Health Issues. 

Willey 

 

細⾕克也(2006)なるほど ザ QC サークルマニュアル．⽇科技連出版 

 

Hubbuck, C. (2009) Play for Sick Children: Play Specialists in Hospitals and Beyond. Jessica Kingsley 

Pub. 

 

Hudson, J. (2006) Prescription for Success: Supporting Children with Autism Spectrum Disorders in 

the Medical Environment. Autism Asperger Pub. 

 

猪狩恵美⼦,松浦和代,⾕川弘治 (2007) 座談会 教育と看護の協働が⽀える病気の⼦どもの未来. ⼩児看護, 

30(11), 1504-1511 

 

Institute of Medicine of the National Academy of Science, Committee on Quality of health Care in 

America (2000) Building a Safer Health System. National Academic Press 

 

医療保育学会医療保育テキスト編集委員会(編) (2009) 医療保育テキスト. 医療保育学会 

 

McMahon,L. (2009, 2nd ed.) The Handbook of Play Therapy and Therapeutic Play. Routledge 

 

Nikcevic, A. et. al. (eds.) (2006) Formulation and Treatment in Clinical Health Psychology. Routledge 

安藤美華代(監訳) (2010) 臨床健康⼼理学―ケースフォーミュレーションと⼼理療法. 岡⼭⼤学出版 

 

Rapoff, M. A. (2011, 2nd ed.) Adherence to Pediatric Medical Regimens. Springer 

 



 

 24 

Shohet, R. & Hawkins, P. (2007, 3rd ed.) Supervision in the Helping Professions. Open University 

Press UK Limited.国重浩⼀,バーナード紫,奥村（訳）（2012）⼼理援助職のためのスーパービジョン-効果

的なスーパービジョンの受け⽅から,良きスーパーバイザーになるまで．北⼤路書房 

 

⾕川弘治 (2006) ⼩児⽩⾎病のトータルケアⅡ 患者・家族のためのサポート 教育の取り組み. ⼩児看護, 

29(12), 1626-1632 

 

⾕川弘治 (2007) 病気の⼦どもの教育⽀援プログラム 教育⽀援の基礎理論；とくに⼊院を要する⼦どもの

教育⽀援. ⼩児看護, 30(11), 1543-1546 

 

⾕川弘治 (2009, 2nd ed.) 病気の⼦どもの⼼理社会的⽀援⼊⾨ 医療保育・病弱教育・医療ソーシャルワー

ク・⼼理臨床を学ぶ⼈に. ナカニシヤ出版 

 

⾕川弘治 (2010) 病院における教育と医療の連携のあり⽅. 育療, 47, 11-16 

 

⾕川弘治 (2011) 教育講演 教育と医療の連携と協働の構築のために. 育療, 52, 33-41 

 

⾕川弘治 (2012) 学び合い⽀え合うつながりを⾝近につくる；看護師・保育⼠・教師などによる多職種合同

研修の試み. ⼩児看護, 35(1) , 2-8 

 

⾕⼝明⼦ (2009) ⻑期⼊院児の⼼理と教育的援助―院内学級のフィールドワーク. 東京⼤学出版会 

 

Thompson, R. (2009) The Handbook of Child Life – Guide for Pediatric Psychosocial Care. Thomas 

 

請⽥瞳, ⻲島信也 (2007) どんなお話ししてくれる？－⼊院患児に必要な遊び環境と専⾨家－. 関⻄福祉科

学⼤学紀要, 11, 307-316 

 

Webb, N. B. (2009) Helping Children and Adolescents with Chronic and Serious Medical Conditions – 

A Strengths-Based Approach. Wiley 

 

 

 
 

 



 

25 

３. ガイドラインに⽰した研修の構成要素への研修プログラム実績のプロット 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

構成要素 構成要素（⼩項⽬） 場所・年度・回 テーマ フォーカス

①医療保育の意義と⽅法

東京・2012・#1

福岡・2013・＃1

福岡・2012・#1
病気の⼦どものトータルケアを進めるために
―病院と地域の連携を中⼼に―

①病気の⼦どものトータルケアにおける役割を確認する
②病院スタッフ・院内学級教師として退院後に⽬を向けることができる
③地域のスタッフとして病院とのコンタクトを取ることができる

東京・2012・#1（再掲） 多職種で考える病気の⼦どもへの教育⽀援
①病気の⼦どもの学校教育の意義を考える
②教育⽀援における保育⼠、看護師の役割を考える
③医療スタッフと教師の連携を考える

⼤阪・2013・＃1
⼦どもの笑顔を引き出す多職種の協働とは
―情報の発信と共有、そして実践―

①「⾃分の職種の特徴や特⾊を改めて知る
②⾃分の職種独⾃の視点で収集した⼦どもの情報を、他職種にわかりやすく
 伝えるには、どうしたらよいか
③他職種同⼠が協⼒し合える情報共有の “カタチ”について考える

④対象の理解と⽀援
福岡・2012・#2
札幌・2012・#2

病気や治療に伴う⼦どもの不安や恐怖を考えよう（福岡）
⼦どもの感情表出の理解と⽀援（札幌）

①⼦どものサインに気付くことができる
②⼦どものサインの意味を理解できる
③⽀援を考えることができる

⑤疾病と治療の理解

⑥職場の理解

⑦地域との連携 福岡・2012・#1（再掲）
病気の⼦どものトータルケアを進めるために
―病院と地域の連携を中⼼に―

①病気の⼦どものトータルケアにおける役割を確認する
②病院スタッフ・院内学級教師として退院後に⽬を向けることができる
③地域のスタッフとして病院とのコンタクトを取ることができる

福岡・2011・#4
医療保育学会九州ブロック
研修会

コミュニケーション⼒を⾼める
①クリニクラウンの理念と実践を学び、病気の⼦どもへの接し⽅を振り返る
②コミュニケーション⼒を⾼める

札幌・2013・＃1 コミュニケーション⼒を⾼める
①⼦どもと家族とのコミュニケーションの基本を押さえる
②コミュニケーション⼒を⾼める

福岡・2011・#3
セーフティマネジメントの⼿続きを再確認する
分科会A「感染防御と保育・教育」

①感染防御の基礎知識を整理する
②感染症の⼦どもの理解を深め、感染症の⼦どもの保育や教育を構築できる
③マネジメント能⼒を⾼める

東京・2013・＃1 安全と感染防御対策の理解 －⾃信をもって関わるために－
①安全と感染防御対策の基本を振り返る
②安全と感染防御対策をふまえ、他職種の理解と協⼒を得ながら、
 保育・教育活動の計画を⽴案し、実⾏できる

福岡・2010・#1 出会いの場⾯を構築する⼒を育む
①保育⼠がいること、その役割を伝えることができる
②⼦ども、⺟親、⺟⼦関係を観察することができる
③家庭での様⼦などを聞き取ることができる

福岡・2010・#2 慢性疾患の⼦どものための遊び活動のデザイン⼒を磨く ①体調、感情とその変化に配慮し、適切な遊び活動を展開できる

札幌・2011・#1
⼤阪・2011・#1

セラピューティッププレイ・アクティビティを学ぶ（札幌）
病気の⼦どもの遊び活動の⼯夫（⼤阪）

①個々の状況に応じた遊び活動を計画的に準備できる
②病状変化を考えて複数の遊びを準備できる
③⺟親と協⼒して遊び活動の計画・実施・まとめができる
④遊びを通して⺟親の⽀援ができる

福岡・2011・#1
セラピューティックプレイアクティビティを学ぶ
 分科会A「遊び活動の準備と実施」

①個々の状況に応じた遊び活動を計画的に準備できる
②病状変化を考えて複数の遊びを準備できる
③⺟親と協⼒して遊び活動の計画・実施・まとめができる

  Table 6 ガイドラインに⽰した研修の構成要素への研修プログラムのプロット

未実施

各回におりまぜて実施している

各回におりまぜて実施している

⑩応⽤

A）基本的知識とスキルの
  形成に関する

  研修プログラム

③トータルケアとチーム医療

⑧コミュニケーションスキル

⑨セーフティマネジメント

②病弱特別⽀援教育の意義と⽅法 多職種で考える病気の⼦どもへの教育⽀援
①病気の⼦どもの学校教育の意義を考える
②教育⽀援における保育⼠、看護師の役割を考える
③医療スタッフと教師の連携を考える



 

 

 

 

 

  

①初期の⽀援の構築 福岡・2010・#1 出会いの場⾯を構築する⼒を育む
①保育⼠がいること、その役割を伝えることができる
②⼦ども、⺟親、⺟⼦関係を観察することができる
③家庭での様⼦などを聞き取ることができる

福岡・2011・#2 個別⽀援計画を学ぶ
①保育及び教育における個別⽀援計画の⽴案⼿順を理解する
②みたてを個別⽀援計画に結びつけることができる

東京・2011・#1 チームで学ぶ個別⽀援計画①

①急な⼊院と⼊学という事態の中で、⼦どもとの信頼関係を築き、
 的確な情報収集とみたてができる（教師）。
 学習中⼼の⽣活への移⾏を⽀援できる（保育⼠、看護師等）
②病気の⼦どもにとっての遊びの意義を理解し、⽀援のために応⽤できる
③他職種の視点を理解し、協働に活かすことができる

東京・2011・#2 チームで学ぶ個別⽀援計画②
①⾒⽴てをもとに、1ヶ⽉余りの⼊院期間内での優先順位を検討できる
②「その⼦どもらしい⽣活を築く」という視点を具体化できる
③他職種の視点を理解し、協働に活かすことができる

東京・2012・#2
すぐ使ってみたくなる⽀援計画
―⼦どもの未来のために―

①⼦どもにあわせた⽀援計画を作ることができる
②多職種で協⼒し合う

札幌・2012・#1 短期⼊院の⼦どものための保育⽀援シートを使ってみよう

①1週間程度の短期⼊院の⼦どもの保育⽀援を計画的に進めるための
 情報収集とアセスメントの視点を学ぶ
②急性期における保育⽀援の進め⽅を学ぶ
③遊びや関わりのレパートリーを増やす

⑤退院・地域連携 福岡・2010・#3 退院時の⽀援を学ぶ
「つなぎ」は病気の⼦どもと家族を⽀える重要な取組みである。
ここでは、退院時の学校との連絡・調整の在り⽅を学ぶ。
また、⼦どもや保護者を含めたカンファレンスでなにを発⾔するかを考える。

⑥記録・振り返り 福岡・2010・#4 実践を振り返る⼒を⾝につける
「振り返り」は、ねらいの達成状況を検証し、計画を調整するために不可⽋である。
また、⾃らの実践⼒を向上させることにつながる。
ここでは、振り返りのための基本的視点と進め⽅を学ぶ。

福岡・2010・#2 慢性疾患の⼦どもの親への対応⼒を磨く
お⺟さんからの相談を受ける場⾯で、どのように受け⽌めればよいのか、どこまで関
与してよいのかを判断できる。

福岡・2011・#1（再掲）
セラピューティックプレイアクティビティを学ぶ
 分科会B「遊び活動における⺟親との協働」

①個々の状況に応じた遊び活動を計画的に準備できる
②病状変化を考えて複数の遊びを準備できる
③⺟親と協⼒して遊び活動の計画・実施・まとめができる

札幌・2011・#1（再掲）
⼤阪・2011・#1（再掲）

セラピューティッププレイ・アクティビティを学ぶ（札幌）
病気の⼦どもの遊び活動の⼯夫（⼤阪）

①個々の状況に応じた遊び活動を計画的に準備できる
②病状変化を考えて複数の遊びを準備できる
③⺟親と協⼒して遊び活動の計画・実施・まとめができる
④遊びを通して⺟親の⽀援ができる

福岡・2012・#3
⼤阪・2012・#1

医療・療育の継続に難しさを感じる親への⽀援
―解決志向の考えを実践する―

①親との信頼関係を築くことができる
②親への理解を深めることができる
③親が⼦どもにどのように係われば良いかを発⾒できる

②きょうだいの理解と⽀援

D)エンドオブライフケア

①エンドオブライフケアの
考え⽅と流れ
②保育⼠や教師の役割
③⽀援の進め⽅

福岡・2010・#4
医療保育学会
九州ブロック研修会

⼦どものターミナルケアと保育⼠への期待 ―

セーフティマネジメント 福岡・2011・#3（再掲）
セーフティマネジメントの⼿続きを再確認する
分科会B「感染対策の実際」

①感染防御の基礎知識を整理する
②感染症の⼦どもの理解を深め、感染症の⼦どもの保育や教育を構築できる
③マネジメント能⼒を⾼める

改善活動 ①管理運営のうち、業務改善の考え⽅と進め⽅を学ぶ

F)コンサルテーションと
  スーパービジョン

コンサルテーションと
スーパービジョン

③コンサルテーションやスーパービジョンの基本を学ぶ

福岡・2013・＃２

E)管理・運営

未実施

みたて・計画・実施
②保育と遊び活動のための
 みたて・計画・実施
③学習活動のための
 みたて・計画・実施
④ケースカンファレンス
 による計画の調整

C)家族⽀援
①親の理解と⽀援

B)個別⽀援計画と
  実施

よりよく 楽しく 業務改善
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