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序 
 

１．	 子どもの発達を理解し、関わるための実践知の共有と創造にむけて 

 研修プログラム集第 4 集は「子どもの発達を多職種で考える 保育の視点を中心に」というテーマを掲げ、

病院における保育実践の多職種による事例検討を媒介として、子どもの姿の捉え方を深めていくことをねらっ

た研修の企画運営を解説する。 

 子どもの発達を捉え、適切な支援を検討し、展開することは、子どもを主体とする医療を実現する上で欠か

せない。しかし、子どもの姿をどのように引き出し、その姿からなにをすくい取っていけば発達を捉えたこと

になるのか、そこからどのように私たちの関わりを調整していけば適切な支援を構成できるのか。私たちは、

日々、子ども達の姿を前にして、思いをめぐらしている。熟練した専門職は、自らの関わりの中で得た情報を

中心に様々な情報を総合して、子どもの発達段階を推定したり、機能連関を分析的に検討してレジリエンスを

明らかにしたり、行動を文脈の中で捉えて環境を整えることなどを通して、医療を要する子どもが「いま、こ

こで」の近傍において、多少なりとも主体的になれるために必要とされていることを整理し、支援目標、内容、

方法を設定していくことができる。さらに、日々の生活を支えている子どもの力とその限界を関わりの中で察

知し、子どもの葛藤や意図など、見えない部分を汲み取り、関わり方を微調整している。こうした関わりの連

続の中で、これまでとは違う何かが把握され、それに確信がもてたとき子どもの発達を実感していくと考えら

れる。 

 子どもの発達の見えない部分について、本編の中で岡本雅子氏が次のように述べている。 

『しかし、残念ながら、この「ヨイショ」という時期は、気づきにくいのです。何故なら、階段を上がる前の

「力をためる時期（プロセス）」は、なかなか目には見えてこない、したがって掴みにくい。しかもそれは、子

どもの内部で起こっていること（変化、育ち）です。』（６ページ） 

 岡本氏のこの指摘は、医療の中での保育や看護の役割を理解する上でも忘れてはならない重要な視点である。

医療の場では、子ども達は、体調、検査や処置、環境変化などの影響を受けるため、「いつもの力」が発揮でき

ない、退行しているようにみえることもある。これらは、与えられた場に適応するための子どもなりの精一杯

の反応と言える。 

 骨髄移植を終えて移植部屋から個室に移った 3 歳の A ちゃんは、スタッフたちから「移植前と較べてお姉

さんになったね」と評されるようになった。この言葉には、子どもが移植という厳しい状況に耐えてきたこと

への共感が込められている。閉塞的な環境と急性 GVHD の症状からの解放が子どもの行動を活性化させたと

もいえる。事実、Aちゃんの遊び方は、移植前より積極的で、没頭する時間が長くなっていた。 

 A ちゃんの経過を振り返って見ると、変化の片鱗は移植部屋の中でも認めることが出来た。移植部屋での 20
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分ほどの遊びの時間の最初 5分くらいは、倦怠感からか寝たままで私の歌を聴いて過ごしていた。しかし、し

ばらくすると自らお座りをして、今日はこれであそぶという意思表示をし、しばらくその遊びを楽しんでいた。

さらに、移植部屋の外部からの声かけにも積極的に応えてくれていた。A ちゃんの遊びは、（保育士がいない

病棟で）移植前の化学療法によって、遊びが続かない、できはじめたことをしなくなったという主訴から開始

されたものであり、出発時からみても、移植部屋での遊びの量は少ないが、質は高いものであったといえる。 

 発達を捉えるには「日々している力」だけでなく「大人や友達の関わりの中で、できる可能性の高まる力」

を捉えることが必要であると言われる。医療の場では、さらに体調が極度に悪いときに「その場をしのぐ力」

にも注目しなければならない。これらの構造は、残念ながら十分に解明されているとはいえない。個別的であ

り、実験的な検討が難しいことが影響している。しかし、臨床の場で子ども達と関わっている医師、看護師、

保育士、教師など、専門職達は、それぞれの視点で、このような子どもの力を捉え、依拠して働きかけている

と思われる。読者の皆様には、このような実践知を共有し合い、検討することよって自らの子ども理解や関わ

り方への省察の機会を得ていただきたい。これらの積み重ねが、新たな実践知の創造に繋がることを期待する。 

 

 なお、子どもの行動や、それを支えている力の何かが変わったという意識をスタッフがもつことは、スタッ

フの働きかけ方を変えていく。その変化は子どもの発達を一層促進していくものとなる。このような子ども-

スタッフ間の相互作用も、子どもの変化が認めにくい時期の関わり合いを基盤として成立していくと思われる。

子どもの発達と同じように、相互作用の発達（それを成立させるスタッフ側の発達）も、見えにくい時期があ

ることを改めて押さえておきたい。 

 以上から子どもの発達を捉えるとは、日々の営みを支えているものを、相互作用を媒介しながらできるかぎ

り子どもの側から読み解こうとする大人側の実践過程の構成要素であるといえる。これは表現しにくい事象を

含むがために、独りよがりにならないように、カンファレンスを通して関係者と共有し事実と判断を見直す作

業や、研修に参加することで知識と技術を見直したり、関わり方をリフレーミングしたりすることが欠かせな

い1。これらは看護、保育、教育の共通の観点となりうることから、子どもの発達を考えることは、多職種合同

研修の根幹であり、スタートラインであるということができる。 

 

２．	 多職種参加型ワークショップによる事例研究 

 すでに述べたように子どもの発達を考えるためには、「見えているところ」を取り上げるだけでは不十分で

                                                
1 佐藤学（2015）は「熟練教師の実践的思考」の特徴として①即興的思考②状況的思考③多元的思考④文脈化された思考⑤リフレーミ
ングの 5つを挙げている。これは保育士、看護師など人（個人、集団、組織）を対象とした実践者にも該当するものと考えられる。 
文献：佐藤学（2015）専門家として教師を育てる 教師教育改革のグランドデザイン 岩波書店 79-80 
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あり、「見えないもの」あるいは「見えにくいもの」を見える化する工夫が必要となる。とくに、実践の場にお

ける子どもの微細なサインとその意味は、それまでの関わりの中で得られている子どもの行動を基準としてみ

ていく必要がある。医療の場では、日々の病状や生活規制、気分の変動などを捉えたり、入院する前の状況を

保護者から聞かされて作り上げたイメージと照らし合わせるなど、さらなる情報の追加が必要となる。さらに、

こうした状況と関わり合いが継時的に変化していく複雑な過程が実践を構成している。 

 実践者が実事例の報告を作成して行う事例検討会では、事例（子ども）に関わる実践者の目を通して得られ

た子どもの姿や実践者の意図を共有しながら、場面を想像していくことが必要である。子どもの微細なサイン

は、実践者の目を通して把握されたサインであることを忘れてはならない。 

 私たちは、こうした事例検討会の意義を認めるものであるが、実際には実事例を用いることは少ない。理由

の一つは、実践者の目を通した実事例を研修で用いるには倫理審査受審などさまざまな手続きが必要であるこ

と、研修目的に即して作成した事例を用いる方が研修効果を得やすい場合があることをあげることができる。

事例検討会における事例として考えられるものを表 1に示した。 

 第一種とは研修の場で最初に紹介し、参加者による分析や意見交換に供するものであり、通常、事例はこち

らを指している。第二種は第一種の事例による分析を経て研修会で作業をして得た支援計画であったり、支援

計画に基づいて実施したロールプレイである。私たちは、いずれも重要な研修の素材と考えている。 

 今回の研修プログラムでは、C記録された動画による事例を用いることとした。動画は、子どもの遊びの場

面や入院生活の様子を記録するものであるが、その意義は、視覚的、聴覚的に場面を把握することができるこ

と、見直すことができること、実践者の意図とは別に子どもと実践者（ここでは保育者）との関わりを客観的

に観察できることが挙げられる。Aは、実践者を通してみた事例であるため、客観性という点では若干乏しく

なる。しかし、実践の流れ全体を見て行くには、A では実践者による要約を得ることができる一方、C では、

場面のサンプリングをどのように行うか、誰が動画を撮影するかといった観点からみると制約が大きい。さら

に、実践者の意図は別途実践者から聴取する必要がある。 

 

   表１ 事例検討における事例の種類 

第一種 

A 記述され考察された実事例（参加者による提供） 

B 記述された模擬事例 ①スタッフ会議で作成 ②参加者による提供 

C 記録された動画による事例 

第二種 
D A、B、C いずれかの事例分析の結果を受けて策定された計画書 

E 事例分析の結果を受けてロールプレイとして示された事例 
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  これらを総合したときに Bの模擬事例は、子どもと実践者の意図と行動、全体の流れなどを調整できるこ

とから、研修会で用いやすい方法であり、私たちも多用してきた。しかし、子どもの発達を理解し、関わりを

検討するには観察は大きな力を発揮する。こうした教材作りを進めるために Cの動画の作成を重視したい。 

 なお、動画記録での子どもと実践者の発言を振り返るにはトランスクリプトの作成が有効である。プリント

で配付したり、動画に字幕を付けるなど、いろいろな工夫ができる。これらによって、子どもと実践者の視点

や意図がどのように動いていくのかを読み取りながら、検討を進めていくことで、より生き生きとした子ども

の姿や変化を検討することが期待できるであろう。 

 

３．	 第 4集の構成 

 第 4 集は次のように構成した。 

①	 講義 

2015 年 7 月に福岡で開催されたセミナー（福岡セミナー）での岡本雅子先生の講義録をもとに、ご本

人が書き下ろしたものである。講義では、ベッドサイドでのクリスマスリース作りとラーメン作りの 2

つの動画が用いられ、子どもの発達について、さらに保育士の視点について詳しく論じられた。保育士

の視点は医師、看護師など子どもと関わるスタッフのすべてが共有しうるものと考えられる。 

なお、動画そのものの説明は省いているが、岡本先生のお話から想像することはできると判断した。 

②	 研修の企画と運営 

講義を受けて実施する演習（グループワーク）の企画運営について解説した。 

演習では、4歳男児、5歳女児の 2名がプレイルームで展開したお医者さんごっこの動画が用いられた。 

 

４．	 謝辞 

 ここで用いられた動画は、すべて大阪で開催されたセミナーで作成されたものである。大阪セミナーを企画・

運営してこられた大阪セミナースタッフのみなさま、動画撮影にご協力くださった病院の院長先生、保育士の

みなさま，保護者のみなさま、動画に映っている子ども達に、心より感謝申し上げる。 

 なお、ここに示したものは 1つの提案である。読者のみなさまの発想を活かして、よりよい研修を企画して

いただきたい。また、その経験を私どもにお知らせいただければ幸いである。 

 

谷川弘治（研究代表） 
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Ⅰ 療養中の子どもの姿 - 子どもの視点と保育士のまなざし - 
 

岡本 雅子（関西福祉科学大学） 

 

 おはようございます。ご紹介にあずかりました岡本です。よろしくお願い致します。 

今からお話させていただく内容は、保育職にある方にとっては既にご存知だと思います。恐縮ですが、その

点ご容赦いただき、改めてお一人お一人の振り返りの時としてお聞きいただければ幸いです。 

（＊ 以下、保育者と保育士、両方の表記があること、並びに、保育者を中心にした表現が多々あることをお

許し下さい。） 

 

 皆さんご存知のように、日常の保育の中で、保育者がとても大切にしていることの１つに「プロセス」があ

ります。時折、「結果が良かったから、いいんじゃない！？」と言う声を耳にしますが、保育は決して結果オ

ーライではありません。どれほど結果が良くても保育者が重点を置いているのは、そこに至るまでの過程です。

言い換えると、保育者である保育士というのは、“プロセスをしっかり見つめる力”を持つ職種である…というこ

とです。このことが、子どもの視点を保育士がどのように捉えていくのか…と、とても深く関わっていると考

えます。 

ところが、実はこれこそ（プロセスを大切にする事）が、他者に対して、子どもと保育士の関わりを解りに

くくしている部分でもあるようです。例えば、他の職種の方々が、子どもと保育士が関わっている場面を目に

し「何をしているのかしら？」「どうして あんなことをしているの？」「（じっと見ていないで）早く手助けし

てあげればいいのに…」等々を感じることがあります。それは、“今、見た場面だけ”では、そこに至るまでの経

緯を知る（解る）手立てがなく、そのために“なぜ保育士はそのような関わりをしているのか”を理解しにくい

ことが要因ではないかと考えられます。したがって、プロセスを見ている保育者の眼差しに何がどのように映

っているのか、何を見つめ、その中に揺れ動いているのは何か…ということは、他の職種の方々にとってはな

かなか掴みづらいのは当然のことと言えるのかもしれません。 

 

 そこで今日は、“子どもの姿（発達）を捉える基本的な考え方”をお話しし、次に VTRを使って“子どもの姿を

捉える際のポイント”と“子どもの視点（子どもの思い）を保育士はどのようにして掴んでいくのか”を、皆さん

と一緒に考えたいと思います。 

 

1．子どもの姿(発達)を捉える基本的な考え方 

 

最初に、「発達」とは、どのような現象を指すのかを確認しておきましょう。 

皆さんもよくご存じのように、「発達」を示す現象は大別すると２つあると言われています。１つは、ある

点を起点として出発し、いろいろな経過をへて目標点に達するという生成の現象。もう１つは、時の流れに包

みがほどけ、そしてその中身があらわになる…例えば、風呂敷の包みが紐解かれて、中に入っていたもの（そ
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れまで見えてはいなかったもの）が目の前に現れてくる、という現象。このいずれも、発達の一面を突いた言

葉ではあります。 

 

 普段、子どもに関わる方々は、意識・無意識にかかわらず、それぞれの視点から「子どもの育ち・発達」と

いうものを実に的確に捉えていらっしゃいます。例えば、首が坐った、人見知りをするようになった、それか

らポインティング（指さし）が出来るようになった、単語がでるようになった…等々です。しかしこれらは、

すべて「目に見える変化」、つまり「節目」であり、決して見逃しません。更に、この目に見える変化（節目）

は通常、どの子どもにも共通して見られますし、現れる順序（道筋）や、その時期も共通しています。言い換

えると、この節目というのは飛躍の時期で…縦にポーンと飛び越えていくような「縦の発達」と捉えられます。 

 

1－1．発達の節目とプロセス 

 図 1．は、大きな変化として映る発達の節目を表わしたもので、上の△部分が「節目」にあたります。この

発達の節目（通過点）は、子どもが階段を「ヨイショ」と一段上がりきった後であったり、一段上がってから

しばらく経っていたり…という姿です。ところが、この階段を一段上がるためには、「力をためる時期」が無

ければ「ヨイショ」とはいきません。皆さんも少し高い段差を上る時には、よし上るぞ！と力をためて「よっ

こいしょ」と上りますよね。あれと一緒ですね。 

しかし残念ながら、この「ヨイショ」という時期は、気づきにくいのです。何故なら、階段を上がる前の「力

をためる時期（プロセス）」は、なかなか目には見えてこない、したがって掴みにくい。しかもそれは、子ど

もの内部で起こっていること（変化・育ち）です。加えて、その変化は、今、目の前にいるこの子どもがここ

に至るまでに「何を経験し」、「どのようなことを感じていたのか」といったことと深く関わってくるからです。

ですから、外から誰でも見えるわけではない…それがプロセスです。しかし、プロは気づきます。特に保育士

は、ここに実によく気づきます。なぜなら保育者は、ここに気づく＝プロセスを大切にしているからなのです。 

しかし、この気づきを明確に説明するのは、とても難しいことです。特に、他の職種の方々に具体的に説明

をすること、ましてや客観的根拠を示すというのは非常に困難に感じられます。何故ならこの気づきは、保育

に携わる者が持っているアンテナでキャッチされているからです。例えば、「ん？ 何かヘン？！」「何か 変

わった」「ちょっと気になる」「何か引っかかる」etc.…がそれで、保育士同士では「ねぇねぇ、最近あの子 何

か変だと思わない？」「思う思う。どこっていうことは無いけれど 気になるよね。」と、互いに感じている事

図１．大きな変化として映る発達の節目 図２．子どもの遊びの変化 
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のイメージを共有し合えるところがあります。しかし、他の職種の方に「どこが？ どのように？」と問われ

ても、「いや、そう言われても…うーん、気になるんです…。」といった具合で、確かに気がついているにも関

わらず、それをうまく言語化できない…という感覚です。 

例えば、人見知りは、その子の内部で記憶→保存→フィードバック→（今覗きこんでる顔と）比較→違いが

分かる→泣く、というプロセスを踏んで初めて出現します。ですから、知らない人が相手をして泣き出したら、

この子は今、人見知りの時期にあるとわかります。しかし外からは、今、この子は私の顔を記憶してる、とか、

フィードバックするまでには至っていないけれど保存状態にはある…、というようなことは見えません。けれ

ども何となく、わかってきているようだ…ということはありますよね。言葉で客観的には説明し難いのですが、

確かに感じる…。では何故、客観的に説明するのが難しいのかといいますと、目には見えない部分をキャッチ

するということは、そこに個人差が大きく影響するからなのです。ある人には感じても、同じ現象に対して別

の人は何も感じない…この感覚です。 

もう１つ、泥団子作りを取り上げてみましょう。外から見ていると、飽きもしないでずーっと砂場で泥団子

を作っている子どもがいます。幼稚園では 1年間、或いは、入園してから卒園するまでの 3年間、来る日も来

る日も泥団子を作り続けて、「これが僕の１番の出来上がり（会心の出来）だ」なんていう作品を持って卒園

する子もいます。保護者の中には、「先生、うちの子、ずっと泥団子を作っていて…よく厭きないですよね」

「他の遊びが出来ていますか？」と仰る方もおられるくらいです。 

確かに、外から見ると同じ活動（泥団子作り）ばかりしているように見えますが、子どもの内側では様々な

変化が起こっています。子どもにとって人生初の泥団子は、なんともしょぼくれた、不細工な出来ばえです。

ですが、とても嬉しそうに「先生 できた！」と見せに来ます。その小さな手にのせられた塊を見て、これは

どうやら泥団子らしい…と、こちらが解釈してやっとわかる程度の出来栄えです。ところが、この手でムニュ

ッと握っただけのようなものが、段々と何となく丸みを帯びてきて、そのうちに、しっかりした綺麗な球形に

なってきます。そして不揃いだった大きさが徐々に揃ってきて、いくつも同じような泥団子を並べるようにな

ってきます。そうなると、次には硬さを競い合い始めます。また、一生懸命に磨いた泥団子がどれくらいピカ

ピカになっているか、その輝きを自慢したりします。 

このように、単なる泥団子作りがそのプロセスにおいて、水と土の配合や、素材の特性を体得すること、ま

た、園庭のどこにどのようなものがあるのか等、子どもが自ら園庭を汲み尽くす活動へと発展しているのが伺

えます。子どもは素材の性質を経験から身をもって知っていき、そこに子どもなりの工夫もみせるようになり

ます。しかし、このプロセスは外から一見しただけでは決して見えてはきません。いつも同じ泥団子を作って

いるように見えるのです。 

 

1－2．物を対象とした子どもの遊びの変化 

次に、発達の節目とプロセスを“物を対象とした子どもの遊びの変化”（図 2．）から考えてみましょう。 

節目として、探索活動→ ふり・見立て遊び→ ごっこ遊び、が出現してくるのがお分かり頂けるかと思いま

す。一方プロセスとして、これらの節目が出現するには、子どもの内面では探索活動を通して物とはどのよう

なものか、またその性質や扱い方などを子ども自身が体験から発見し、それを基に作り上げられた物のイメー
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ジ（シェマ）に対象を同化して自分に向けた行為（ふり・見立て）へといった変化が起こっています。そして、

相手（人形）に向けた行為（ごっこ）へと変わっていきます。 

このような内的変化（プロセス）は見えにくく、そういえばこの頃、見立て遊びをするようになった…等、

子どもが次の階段に上がった結果として節目に気づく…というのが大半ではないでしょうか。 

 

1－3．遊び方の変化 

 また、遊び方の変化（図 3．）では、節目として、初めは１つのオモチャで遊ぶ→ 複数のオモチャを組み合

わせて遊ぶ→ 延滞模倣→ ごっこ遊び、がみられるようになります。このような変化が出現するプロセスとし

て、先ずは 1つのオモチャを口に入れたり色々と試行錯誤を繰り返しながら遊ぶことで、どうやって使うのか、

どのような素材のオモチャなのか等を、子どもなりに感じ・考える経験をしています。この経験を基に、子ど

もは複数のオモチャを組み合わせて遊び始めるようになります。しかも、先の段階で、1つ 1つのオモチャを

しっかりと遊び尽くしているので、個々のオモチャの機能に相応しい遊びとなっているわけです。この頃とあ

いまって出現する延滞模倣（他の人がすることを見ていて、その後、時間が経ってから同じような行動をする

こと）は、見たことを保持しておくことが必要で、発達初期においては、それはイメージという形で保持され、

やがて言葉を媒介とした概念に移行していきます。そしてごっこ遊びが始まり、それは 3歳前後に盛んになり

ます。更にごっこ遊びの中では延滞模倣だけではなく、現在知覚しているもの（意味するもの）を用いて、そ

こに無いもの（イメージ・概念）の代用とするような象徴機能が発揮されます（例：おかあさんごっこで、葉

っぱをお皿に見立てる等）。子どもが 1 つのオモチャで遊ぶことから、ごっこ遊びに至るまでには、以上のよ

うなプロセスがあるわけです。 

ところで、ごっこ遊びは、初めは大人や年長児が一緒に加わっていると遊びが長く続きますが、それが徐々

に、子どもだけでも遊びとして成立するようになり、やがて展開（ストーリー）に子どもなりの創意工夫が盛

り込まれ、ルール等が生まれてきます。 

 

 ここまでを簡単にまとめますと、目に見える発達の節目というのは、子どもの内なる目には見えない育ちが

あり、その目には見えない育ちによって押し出され、初めて節目になって見えてくるということです。ですか

ら、発達を考える時は節目だけではなく、「力を貯める時期（プロセス）」をとても大切にします。勿論そこに

は個人差があることは言うまでもありません。これが子どもの姿（発達）を捉える基本的な考え方です。 

図３．子どもの遊び方の変化 
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2．発達を捉える際のポイント 

 

 発達を捉える際のポイントは、それぞれの立場によって様々あると思います。ここでは、①子ども自身の発

達、②子どもと大人との関係、の２点から発達について、そして、子どもの視点を保育士の先生方がどのよう

に捉えていくのかを考えたいと思います。尚、ここでお示しするポイントは絶対的なものではありませんので、

１つの参考にして頂ければ幸いです。 

 

2－1．クリスマス リース作りの動画から 

1）子ども自身の発達から捉える 

先ず、映像にあった子どもの発達は、目の前にある「今・ここ」に囚われている段階にある、と読み取れま

す。とにかく自分でやってみたい、しかも今、目の前にあるシールを剥がしたり貼ったりするのが楽しくて仕

方がない様子です。子どもが主体的・意欲的に取り組んでいるこの作業が、この子どもの指先の巧緻性（器用

さ）等を促します。 

また、試行錯誤、体で理解し憶える段階であることもお分かり頂けるかと思います。これは、シールを台紙

から上手く剥がせない場面で、保育士が「こうやって…」とゆっくりシールを剥がして見せ、子どもはそれを

真似る。そうやって自分が実際にやってみて体で理解し憶えていく姿が見られたことに因ります。その他には、

目と手の協応も非常にスムーズであることが伺えます。 

 

2）子どもと大人との関係から発達を捉える 

①積極的に大人（保育士）とのやり取り（大人との関係）を楽しんでいる様子が見られる。 

例えば、VTR の中でシールが上手く剥がせず指にくっついた場面がありました。その時、子どもは嬉しそ

うな顔をして「うーん！」と少々甘えたような表情で保育士の方にシールのくっついた指を差し出し、取って

貰っていました。 

VTR の冒頭では、指にくっついたシールはそのままベッドかズボンのどこかにくっつけておこうとしてい

ました。ところが、その後の保育士とのやり取り（保育士：「はい、ゴミちょうだい」 子ども：保育士の表情

を見ながらゴミを渡す。保育士：「ありがとう」等）から、子どもはチラッチラッと保育士の顔を見たり、ま

た子どものその様子をさりげなく見ている保育士との間に、互いのまなざしが行き交う場面が幾度も出てきま

した。そうこうしているうちに子どもは、指にくっついたシールを何となく嬉しそうに（少し偉そうに！？）

「うーん！」と保育士に差し出しました。すると保育士は、「あーぁ、くっついちゃったね～、どうぞ～」と、

優しく取ってあげていました。この時、初めは貼り付けるくらいの、特別な意味を持っていなかったシールが、

ただのシールから大人のやり取りを子どもから誘いかける、人とのやり取りのきっかけになる意味を持つシー

ルに変わってきていることがわかります。 

子どもの傍らに保育士が居て優しくその在りよう受けとめ応答してくれている…その中で、シールは１つの

ツールとなってくる。するとこのシール（ツール）をきっかけにして、子どもにとって目の前にいる先生（保
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育士）は、自分の要求を叶えてくれる大人であり、しかも快く「くっついちゃったね～、どうぞ～」と応答し

てくれ、尚且つ同じ心持ちのレベルで「場」や「活動」を共有してくれる「仲間」であり、「協力者」になっ

ていっているわけです。二人の心理的距離がぐっと縮まっていってるのがおわかり頂けるかと思います。 

ただ、その背景には人への信頼感や情緒的に安定していること、何よりもここに至るまでのプロセスに、保

育者と子どもの間に構築される信頼関係に向けた（…と一言でいってしまうには余りにも勿体ないような）や

り取りが交わされて来たということを、忘れてはならないと思います。 

②上手く大人との駆け引きをしている様子が見られる。 

子どもは目の前にあるシールが気に入って、とにかく全部自分のものとして欲しい、という様子が伺えます。

ですから、保育士が善意で（袋に貼る時、シールが手前にあると邪魔になるだろうから…と思い）シールを子

どもの前から少し横の方へ場所を移した場面では、すぐさまシールを自分の方へ引き戻していました。何故な

ら、「今・ここ」の目の前のことに囚われている時期の子どもにとって、保育士のこの行為はとっても困るこ

とで、許せないからです。取らないで！イヤだ！…つまり、この時期の子どもというのは、自己中心性の真っ

只中に在り、まだ相手の思いに気がつかない段階だからです。 

そして面白いことに、いつの間にか保育士が上手くシールを減らしていても、「ん？」とは感じるものの、

それで終わりです。目の前のことで精一杯で…、表現は良くないのですが、上手くはぐらかされてしまう時期

でもあるというわけです。 

その他、保育士が「あと 2枚 貼ったら おしまいにしようかな」と言葉かけをした場面では、子どもは聞こ

えない振りをしていました。返事もしないで知らん顔をして、ちょっと表情が固くなって…しかも急いでシー

ルをスーッと隠すかのように保育者から見えないであろう机の下に引きずり降ろしました。この時期の子ども

なりの精一杯の知恵がここに見られますね。 

 

2－2．ピアジェの知的発達の 4つの区分 

さて、子どもが今、どの発達段階にあるのかを捉える際によく用いるのが、ピアジェの知的発達の４つの区

分です。これをベースに、子どもが今、どの段階にあるのかを大きく捉えていきます。 

（感覚運動期） 

体で覚えた経験が主で、どうすればそれが上手くいくのかを、行動を通して無意識のうちに分かるようにな

ってくる時期、試行錯誤の時期です。この時期は感じ取ったことを無意識に動作に切り替え、失敗した場合は

やり直しをしてもう一度試みる、それで上手くいけば、その解決法を反復・繰り返す中で、何時とはなしに解

決の術を獲得していく時期と言えます。 

とにかく、「今」「ここ」という現実、目の前の状況に強く拘束されている時期です。 

（前操作期） 

感覚運動的な感じ方（体で憶え、体で感じる）、考え方が、成長・発達につれ次第に内面化されだすと、子

どもの心の中にイメージが発生し、心の働きが豊かになってきます。それにつれて子どもは、イメージ（表象）

でものを感じ取ったり考え始めたりするのが、だんだんとうまくなってきます。こうした体験を繰り返すうち

に、子どもはイメージを物や言葉を使って［人］［もの］［こと］が理解できるようになってきます。 
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同時に、それらと絡み合うようにして言葉が急に伸びてきます。この頃の子どもは、とにかくよく喋ります。

また、見立て遊びを盛んにするようになり、子どもに表象的思考が着実に身に付き始めてきたことがわかりま

す。子どもが積み木を電車に見立てる等は、その例です。このようにして子どもは、いろいろな言葉（意味）

を使って想像したり考えたりするようになります。 

そして、事物の分類が出来るようになってきます。この頃の子どもは、事物をどこか似ている…というよう

な基準から分類したり、関連づけたりして、他のものと区別することができるまでに発達してきています。 

（具体的操作期） 

この段階は、具体的に理解できる範囲のもの、現実的なものを目の前にしたり、それを使うこと、それから

論理的な操作を使って考えたり、推理したりすることもできるようになります。また、具体的なものを手がか

りにして、類（一般性）と個（特殊性）、数や量について理解できるようになってきます。 

（形式的操作期） 

この段階では、頭の中で論理的な操作が可能になります。ですから、何かの命題について言葉（概念）で理

解し、その論理的操作によって解決しようと努めるようになってきます。 

 

こうした流れを概観しますと、いかに乳幼児期が大切かを改めて実感せずにはいられません。 

 

2－3．ラーメン作りの動画から 

1）子ども自身の発達から捉える 

①ピアジェの知的発達の 4つの区分の「前操作期」にあるのではないかと考えられる。それも、象徴的思考期 

 を多分に含みつつも直感的思考期の姿を見せているようである。 

VTR の冒頭で、保育士が子どもに「葉っぱ」と言って材料の確認をしていた場面がありました。それを受

けて子どもは「葉っぱ？…？」と、何となくしっくりいかないような腑に落ちないような表情を見せていまし

た。「葉っぱ」と「野菜」はその子なりに違いがあり、恐らく「食べられるもの（食べてよいもの）」と「食べ

られない（食べてはいけない）もの」として分類されていると推測できます。その後、活動の終わりの部分で、

保育士が同じ材料を「野菜」と言って子どもに手渡していました。これによって冒頭にあった子どもの「ん？」

という感覚は、スッキリ解消されているのが伺えます。 

 また、この子どものマーカーの扱い方を見ていますと、キャップがなかなか閉まりませんでした。それを見

た保育士が、「こうキュッとして」と言いながら閉める身振りをしても上手く行きません。そこでお手本を見

て、子どもが先生と一緒にやってみる…という体験から、子どもはキャップの閉め方を獲得していきます。そ

の後、２本目のマーカーは、先ほど保育士に教えてもらった閉め方を思い出しながら、子どもは一人でキャッ

プを閉めることができ、その瞬間、「できた！」と表情と言葉で示していました。この時、子どもは自身の中

で「（一人で）できた！」という達成感を実感しており、そこで 1つが完結しているわけです。 

 単なるキャップの開け閉めの場面と映るかもしれませんが、そこには、子どもの一連の動作を目にした保育

士が瞬時に頭の中で様々なことを感じ・考え、想いを巡らせながら子どもと関わっている姿があります。 
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2）子どもと大人との関係から発達を捉える 

①受け止めてくれる大人（保育士）の存在は子どもの活動や情緒の安定を支える 

 ところで、活動に取りかかる際、まだ子どもがイメージをしっかり描けていないのでは…という印象を受け

る部分がありました。それは、子どもが「ラーメン」に対して持っているイメージと、今から取り掛かろうと

しているラーメン作り、そのための材料（毛糸 etc.）が、子どもの中では何となく結びつくものの、明確なイ

メージとしてはまだ繋がりにくいような表情を見せた場面でした。何故なのか、その理由としては、入院して

まだ日が浅いからかもしれない、子ども自身がノンビリとゆっくりしたテンポなのかもしれない、まだ子ども

の意欲が高まっていないのかもしれない…等が考えられるでしょう。加えて、気になるのが、保育士の顔をチ

ラチラと見ながら作業を進めていた子どもの姿です。これは、ひょっとするとこの子どもは自信がないのかも

しれない、それとも承認欲求が強いのかもしれない…もしそうであるなら原因は？…等、様々な考えがこの時、

保育士の頭の中を駆け巡っていたことと推察します。 

何度も繰り返し「これでいい？」「ここ？」等、保育士に問いかける子どもの姿に、終始一貫、保育士は優

しく受け止め、認めていることを言葉やまなざし、雰囲気などで伝えていました。この保育士の姿によって、

恐らく、子どもは自分を受け止めてくれる大人の存在を感じていたのではないかと考えます。 

こうした少し気になる部分については、保育士の方々がよく把握しておられるところだと思います。 

 

②大人（保育士）の気づきが子どもの遊びを力づける 

1つの例として、子どもの内部で湧き起ったイメージに保育士が気づく場面を見てみましょう。 

保育士「ラーメン屋さんに 行ったことある？」  子ども「う～ん… お家にツルツル、カレー食べてん。」 

保育士「お家にツルツル……カレーうどんのこと～？」 これは、「麺」つながりで子どもが自分の過去に体

験した記憶から「カレーうどん」をひっぱり出してきた場面です。 

通常、保育士の問いかけに対して「行ったことがある」とか「ない」とか答えるところでしょう。しかし、

ラーメン屋さんに行ったことある？という言葉でラーメンの「麺」と、おうどんの「麺」がつながり、子ども

は自分自身が過去に体験した記憶から「カレーうどん」を朧気ながらたぐり寄せてきたわけです。 

それに対して保育士は、その消えそうなイメージに、自分が問いかけた心理レベルからすーっと音もなく子

どもの心持ちへ下りて、そしてそのイメージに自分の心を寄せていき、そこに寄り添って、か弱いイメージを

より鮮明なイメージへと導いています。これが「お家にツルツル…カレーうどんのこと～？」という保育士の

一言なのです。これによって、子どもがやっと掴みかけた小さな火をしっかりと大きく根付かせる…とでもい

いますか、次へと一歩進ませていく…。これが保育士の素晴らしい技なんですね。これは理屈ではなく、身に

ついたものであり自然とあらわれてくるものです。 

 こういった保育士の「気づき」が子どもの活動を力づけるものとなり、子どもへの理解と併せてその後の活

動をより楽しく主体的なものへとステップアップさせていきます。 
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3．子どもの視点を捉える基にあるもの 

 

 では、保育者は、どうしてこのような視点や気づきを持っているか、また、何を基に子どもの視点を捉えて

いくのか…について考えたいと思います。 

 

3－1．保育が有する 2側面とその関係 

 保育には、「養護」と「教育」の 2つの側面があります。 

 養護的側面というのは、子どもの現在のありのままを受け止め、その心の安定を図りながらきめ細かく対応

していくことを意味しています。また、教育的側面というのは、保育者としての願いや保育の意図を伝えなが

ら子どもの成長・発達を促し、導いていくことを意味しています。「保育」は、この双方が一体的に絡み合う
．．．．．．．．

ようにして
．．．．．

展開されていきます。決してどちらか 1側面だけで成り立つものではありません。 

しかも「保育」は、子どもに始まり子どもに帰着していくもので、先ずは目の前の子どもを受け止める（受

容する）、そこから子どもと保育士のやり取りが行われます。VTRでも保育士の方々が先ず、今、目の前にい

る子どもの姿や、その在りようを温かく受けとめ、その上で、保育士と子どものやりとりが成立していました。 

このような視点から、子どもの言動に応答する保育士の姿にはいろいろあった事に気づきます。例えば、言

葉かけや、子どもに注ぐ眼差し、場に醸し出される雰囲気…等です。ここではわかり易いという意味で、以下、

VTR にあった保育者の言葉かけについて、大きく「意図的なもの」と「受容的なもの」に整理したいと思い

ます。 

 

3－2．保育者の言葉かけ注 1） 

 最初の VTRでは、保育士が「じょうず！（上手）」等の言葉で、子どもの気持ちを安心させたり奮起させた

りしていました。また、「ここに貼れたね」と事実を客観的に言葉で説明したり、「あと 2つで終わりにしよう

かな」等、子どもに先の見通しを伝えたりする場面もありました。これらは意図的なものと考えられます。 

 一方、2つ目の VTRのように、子どもの言葉をそのまま同じように繰り返したり（「できた！」と言った場

面）、「〇〇を描こうとしたの？」など子どもの代弁をしたり、「すごい」「そうか～」といった相づちや賞賛な

ど、認めていることを示す言葉かけ等は、受容的なものと考えられます。 

但し、大別した「意図的なもの」や「受容的なもの」というのは、必ずしも明確に区別することは出来ませ

んし、また出来るものではありません。例えば、「大丈夫」は場面によっては励ましだけでなく、いろいろな

意味を含む言葉にもなります。それは、保育士のまなざしや、雰囲気も同様です。そのため保育士の子どもへ

の応答は、その子どもの気持ちに大きな影響を与えるものでもあります。 

 大抵の場合、保育者はそれらを意識的に使っているわけではなく、普段から保育者が子ども一人一人に対し

て持っている「ねらい（願い）」、そして保育観、子ども観、発達観といったものが、そこには反映されている

わけです。 
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3－3．保育者は幾つもの役割を同時に求められる 

 さて、子どもと共に在る保育者は、遊びを豊かにするための関わりを行いながらも、遊びを媒介に幾つもの

役割を同時に求められています。それは良き遊び仲間として、協力者として、共感者として一緒に遊びを楽し

む役割、また、心の拠り所として必ず自分のことを気にしてくれているという安心感を与える役割です。です

から保育者は、相づちや賞賛、代弁や子どもの気持ちや行動を明確にするための問いかけ、等を行っています。

このことが、子どもの視点を保育士がどのように捉えていくのかと深く関わっているのではないかと考えます。 

ところで、外から見ると保育士は、“保育士”という 1 つの役割を担う者として映りますが、その役割は多様

で、子どもと一緒になって同じ心理レベルで遊ぶ時は、子どもの良き仲間としての役割を担っています。しか

も仲間として遊びながらも同時に、保育士としてのもう一人の自分が心の中にいます。そのため、今この子ど

もは何を経験し、そこから何を感じているのか…等を観察し、分析している保育士としての自分が常に伴いま

す。こうして保育士は、子どもと一緒に活動しながらも、瞬時に幾つもの役割の間を行きつ戻りつしながら保

育を展開しています。これもまた、子どもと保育士の関わりを外からは見え辛くなる要因の１つなのかもしれ

ません。 

幸い、最近はドクターや看護師に、この部分をしっかり見て理解して下さっている方々が沢山いらっしゃる

のを感じます。本当に嬉しく、とても有り難いことです。 

 

4．まとめ 

 発達の基底には、信頼関係があります。そして、子どもの姿から発達を捉える際には、「子どもと大人との

関係」や「子ども自身の発達」を手がかりとするのも１つの方法と考えます。 

 この発達には、目に見える「節目」と、次の階段を上がるための力を蓄える時期である「プロセス」があり

ます。発達を考える時は「節目」だけでなく、この「プロセス（力を蓄える時期）」を大切にすること、つま

り、「行為の結果」ではなく「行為の過程」を大切にすることが重要です。また、大人がそこ（プロセス）に

「気づく」ことは、適切な援助に繋がるだけでなく、子どもの視点を捉えることでもあります。何故なら「気

づく」とは、子どもの視点に気づくことだからです。 

そして子どもの視点とは、子どもの思いであり、その思いを大人が汲み取る、推し量る、ということです。

それは、子どもの「心持ち」に気づくということで、子どもにとってその気づきが何よりも自分のことをしっ

かり見てくれている、そういう大人の存在を実感させるものとなります。これが子どもの発達を力づけると考

えます。ですから「プロセス」に注がれる保育士の眼差しは、子どもの発達を力づけるものであると言えるの

ではないでしょうか。 

 最後に、子どもをしっかり見るということは子どもの「生活」をしっかり見ることであり、それは子どもの

「遊び」をしっかり見ることを意味しています。そして保育をする者は、鋭い剣の切っ先の上に立ち、客観的・

主観的のどちらにも落ち込んでしまわぬよう（やじろべえのように）ゆらゆらと揺れながらバランスを取って、

足下を探り確かめつつ子どもをしっかり見つめ、大切にしていく、そういう仕事に携わっているのだと思いま

す。 

 ご清聴ありがとうございました。 
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注 1） 保育者の言葉かけに関する研究は多数あります。ここでは大久保英哲、岩崎裕香（2007）幼稚園にお

ける保育者の役割についての研究―保育者の言葉がけが幼児の遊び行動の及ぼす影響 金沢大学教育

学部教育工学研究・実践研究 第 33号 pp.31-42 を援用しました。 
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Ⅱ 指定討論 
 

大重育美（日本赤十字九州国際看護大学） 

 

 皆さんこんにちは。どうでした岡本先生の御講義。感動しちゃって、言葉にならなくていらっしゃるのでは

ないでしょうか。私の話を聞く間に整理をされて、それから改めて先生にご質問というお時間にしていただい

たらいいのかなと思います。 

 私の立場は看護師です。こちらに参加するきっかけは、タイトルですよね。「病気の子どもトータルケアセ

ミナー」というのをたまたま見かけて、これなんだろうと思って、長崎からやって来ていました。初めて参加

された看護職の方はびっくりされたかもしれないですけど、アイスブレークをしましたよね。看護師はですね、

研修は多いんですけど、あんなに体動かしたりとかジャンケンしたりとかないですよね。そういう照れがすご

くあったんですけど、それに馴染みつつ、そしてなんかフッてその中からまたセミナーに入っていって、内容

を知っていくうちに保育士さんすごいって思ったんですね。 

 私が実習で行っている施設の保育士さんと子どもの遊びっていう点で見てたんですけど、それを頭の中では

遊びは生活の一部だと発達段階を知る大事な目安だってすごく分かっていたんですけれども、保育士さんの捉

え方と全くちょっと違ってたんです。私たちが看護学校や看護大学で学ぶのは、その子を見て問題点は何みた

いなアセスメントをしてるんですね。問題点から入ってしまうんです。例えば、この子は白血病だ。白血病っ

てこんな症状があってこうこうこうって、そこから見ていくんです。さっき保育士さん達はプロセスが大事で

すよと言われました。私たちも看護の過程、いわゆるプロセスってすごく大事にしてるんです。見ていく側面

が若干違っているというのがありますが、根本的に共通の過程もあるんだなというのを感じたりしております。 

 子どもの発達を学生に指導したり、また臨床の看護師さん達とお話したりする中で、子どものできているこ

とを褒めていこう、変化を見つけていこう、それを共有していこうということは、すごく、また新鮮に自分の

中にストンと入ってきます。保育士の先生方は子どもを長くその子を見ているので、ちょっとした変化の気づ

きっていうのをカンファレンスとかで教えてくださるんですね。さっきの何故手を出さないのかというところ

ですが、ドクターや看護師さんのそこを見てくれている。私たちって待てない人種なんです。すぐ、この遊び

を始めたら何分かかるよね、でも検温しなくちゃいけないなどと、何かをしなくちゃいけないと思うと立ち止

まっちゃうんです。出来ないんですよ。（遊びの前に業務を）見立ててるんですよ、一応。でも、きっかけ作

りとして遊びを取り組むのに躊躇しちゃうんですね。そういうときに保育士さんと語りあったりとか保育士さ

んの力を頂いたりっていうのが、今後私たちがやっていく子どもを主体とした関わり方なのかなっていうのを、

また改めて先生の話を伺いながらですね、気づかせていただきました。 

 あの、最初に言われていた泥んこ遊び、私もその制裁を受けました。保育園実習で２歳の子たちが、もう泥

んこ遊びしているんですよ、もう夢中なんですよ。私は真っ黄色のジャージを着ていました。新品でした。そ

したら、「先生！」と言って後ろからペタって手をつけるんです。ペタって貼るっていうんじゃない。もう見

て欲しいってことなんですよ。バシバシバシっとですね。もう黄色だから目立つんですよ。そして子どもたち

の嬉しそうな顔。私どうしよう、このまんま大学までこんなして帰るのかなと思いながら、着替え持ってきて
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なかったんですけど。その泥んこ遊びっていうので子どもたちが関わってきてくれたっていう新鮮な経験があ

って、それをフッと思い出させて頂きました。 

 保育士さんが「気づいていることを言葉にできない」というのは、すごくあの心に染みたんです。私たちの

中にも暗黙知と言って、看護師さんの技術とかスキルっていうのを盗み取れみたいに言われています。注射が

上手な看護師さんがいますよね。でも注射が上手な看護師さんって、角度が何度でとか、あんまり考えてない

ですね。なんとなく自然に出来るんですよ。駆血帯といってゴムがありますよね。あの巻き方一つにしても違

うんですね。どこに刺すかっていう見立ても違うんですね。そういうふうに頭の中で構築されている暗黙知、

臨床知っていうのを言葉にしながら、次の人たちに伝えなくちゃいけないっていう。保育士さん達が何となく

分かっている。分かっていて、そしてそれがちゃんと保育に繋げられているっていう所は、私たちも似たよう

な所があるので、真似しながらやっていきたいなって思わせていただきました。 

 私たち看護師はやはり細心の注意、まさに安全に気をつけながら成長・発達を促進するっていう役割もあり

ます。そういうことを、保育士さん達の素晴らしい働きを見習いながら一緒にやっていけたらなと思いました。

ほんとに先生、今日はありがとうございます。 

 

 

 

 

質疑の時間より 
 
（保育士）保育園と病院，保護者がいない環境といる環境といった保育の場の違いがストレスになり，なんとなくもやもやしていた。 
     先生のお話を聞いて，これで間違ってなかったんだと実感できて勇気をいただけた。 
 
（保育士）看護師さんのすべての行動には裏付けがきちんとある。言葉にできない保育士の視点というのも大事と思うが，医療現場で働く 
     者として言葉にしていくトレーニングか何か必要だろうか。どういう伝え方をされると医療者の方に伝わるのだろうか。 
 
（岡本）伝える努力は必要だ。医療者から「保育者ってすごい仕事をしているのに理論弱いよね」と言われることがある。 
    言われると痛いところである。何とか説明する，言葉にしようとし続ける努力をやめてはいけない。自分は子どものどこをみて， 
    今，どういう目的でこういうことをしているのかを説明できるようになろう。 
    保育士同士で話し合い，どういったら相手に伝わるかを考えたり，どのように言えばより正確に伝わるかを直接相手から聞いてみ

ることは大切だ。 
 
（大重）どう保育士さんから説明をされたらいいのか，今日来ている看護師さんにも聞きたいと思う。 
 
（看護師）保育士さんが子どもをどう捉えているかはすごく勉強になる。保育を学んだのは看護学校のたった二日間の保育園実習と小児看 
     護だけだった。 
     保育士には，「こういうふうになってほしいという思いで，いまこのかかわりをしてます」ということを伝えてもらいたい。 
     情報として，私たちの関わりにも役立つと思う。 
 
（大重）話す機会を作っていくということが大事だ。朝，医療保育士さんと担当看護師さんが打ち合わせを密に行っている病院もある。 
    話す機会をもつということでは，お昼ご飯も一緒に食べたら良い。ご飯を食べるときは，素の自分がいる。 
    また，このセミナーに看護師さんをもっと呼ぼう。こうして，少しずつ看護師さんとのかかわりが増えていけばと思う。 
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Ⅲ 研修の企画と運営 
 

１．研修の内容作り 

（１）	 テーマとねらいの設定 

 研修のテーマとねらいを設定し、参加者と共有することは、研修の共通基盤を形成するだけでなく、のちほ

どの振り返りを通して、研修をより効果的にしていくために不可欠である。多職種で学ぶという利点を活かす

ためには、参加を呼びかけたい専門職者（医師、看護師、保育士、教師、その他）の日々の実践における困り

感や研修ニーズを捉えて検討していきたい。本研修プログラム集の下敷きとなったセミナーは大阪と福岡で 1

回ずつ行われているが、大阪セミナー（2015 年 2 月 8 日）のテーマは「医療の中で子どもの発達のプロセス

を見逃さないために 子どもが変わる瞬間、一歩手前」、福岡セミナー（2015 年 7 月 5 日）は「子どもの発達

を多職種で見つめる 子どもが変わる瞬間、一歩手前」とした。いずれも、医療の場での子どもの姿から、子

どもの発達を学ぼうとするものである。 

 発達に関する研修会では、下記のどちらに重点を置いて進めていくかをスタッフ間で話し合い、共有してお

きたい。 

①	 日常生活や遊びの中での子どもの発達とその捉え方を学ぶ 

②	 医療の場で子どもを支えるときに必要となる子どもの発達の捉え方を学ぶ 

 ②は①の応用であるため、②の設定においても①が基盤となる。医療の場における遊びには、子どもの日常

を取り戻すという働きがあることからも①の観点は欠かせない。しかし、医療の場での子どもの反応は、日常

生活におけるそれとは異なるところがあることも忘れないようにしたい。 

 つぎに、参加を呼びかけたい専門職者の子どもの捉えのすりあわせが必要となりがちな状況を整理するなど

して、研修会で取り上げる場面を限定する。これは内容設定の局面でもあるが、職種毎の視点の違いを学びに

活かすという意味で、ねらいの設定に影響する。大阪セミナーと福岡セミナーに共通するところは、保育士の

実践事例（視点）を手がかりとしたことであるが、「保育の様子をみても、なぜそうしているか（子どもに指

示や提案をしないで状況を見ているのは何故か、など）が分かりにくい」という看護師の声や「どのように子

どもを理解したかを分かりやすく伝えることが難しい」という保育士の声などを反映したものと言える。 

表２に大阪セミナーと福岡セミナーのフォーカス（参加者間で共有するねらい）を示した。大阪セミナーでは

「入院中の子どもの姿を捉える」と広く設定しているが、福岡セミナーでは遊びの場面に限定していることが

お分かりいただけるだろう。実際に大阪セミナーは遊び場面だけでなく、検査場面などの動画も準備された。

また、大阪セミナーでは、「自分の職種の専門性を改めて振り返る」としており、同一職種グループでの作業

の時間が設けられていたが、福岡セミナーでは２つの多職種グループによる作業を経験する形を取っていた。
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これらの設定は、さまざまな組み合わせがあり得るので、研修会企画者の意図、参加を呼びかけたい専門職者

のニーズに応じてさまざまに工夫していただきたい。 

 

 表２ セミナーのフォーカスの例 

大阪セミナーのフォーカス 

１．	 入院中の子どもの姿から発達の捉え方を学ぶ 
２．	 各専門職が独自で捉える子どもが発達する姿を他職種で共有し、どのようにケアに活かすかを共に考える 
３．	 自分の職種の専門性を改めて振り返る 

福岡セミナーのフォーカス 

１．	 入院中の子どもの遊びって何？ 
２．	 子どもの遊びにおいての大人の立ち位置を、それぞれの職種から考える 
３．	 お互いの協力・共通理解について考える 

 

 ねらいは観点別に設定することもできる（表 3）。参加者を主語として行動レベルで表現することで研修会

の評価の基準が分かりやすくなる。私たちは参加者の自己評価を得るにあたっては、研修会冒頭でフォーカス

の説明を聞いた参加者が自ら立てたねらいに基づいて研修会終了時に自己評価していただく形をとっている。 

研修会では、理論的知識 theoretical knowledge の伝達、実践的知識 practical knowledge の共有に留めずに、

「実践的知識を総合して省察と判断する思慮深さ（実践的見識 practical wisdom）」の形成1を目指していかな

ければならない。観点別のねらいの設定においても、この点を忘れないようにしたい。 

 

 表３ 観点別のねらいの例 

（知識・理解） 
・	 子どもの発達と支援に関する理論的知識を見直し、説明できる 
・	 子どもの発達と支援に関する実践的知識を他者と共有し、説明できる 

（思考・判断） 
・	 事例に示された子どもの姿や支援者の関わりを多角的に検討できる 
・	 病気療養中であることを踏まえて子どもの発達と支援の課題を検討できる 
・	 自らの実践の進め方（フレームワーク）の特徴を把握しリフレーミングを行える 

（意欲・関心） 
・	 子どものサインを読み取ろうとする 
・	 他者の考えに関心を向けることができる 

（態度） 
・	 自分の関わりを見直そうとする 
・	 他者の意見に耳を傾けることができる 

（表現・技能） 
・	 子どもの意図や葛藤を読み取り、的確に表現できる 
・	 関わりを通して発達アセスメントを適切に行うことができる 
・	 ある場面における行動を文脈の中で検討できる 

 

                                                
1 佐藤学（2015）専門家として教師を育てる 教師教育改革のグランドデザイン 岩波書店 62 
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（２）	 内容と進行方法の設定 

 ねらいに沿って講義や演習（グループワーク）の内容、時間配分2、進行方法を検討する。講義については講

師との意見交換を密に行いたい。医療の場での子どもの状況や実践上の課題について講師の理解を得ておくこ

とは必須である。また、事例（動画）作成やグループワークの進め方などにも助言を得ていくことができると

良い。講義において事例（動画）を活用していただくことも効果的である。さらに、グループワークを観察し

ていただき、全体のシェアリング後にまとめのコメントをいただくことで、一貫性のある研修会とすることが

できる。以上のように講師もスタッフと協働して内容作りをしていただけるような形ができることが望ましい。 

 演習（グループワーク）で用いる事例（動画）についてはスタッフ間で（できれば講師も交えて）何度も話

し合って調整する必要がある。表 4に事例の基本要素を示したが限定しすぎると協力者が得にくくなる。私た

ちは、感染症や喘息など短期入院の事例（動画）を得ることができた。さらに重症児の撮影を進めている。 

 動画を作成するには病院・診療所などの協力を得る必要がある。また、保護者のインフォームドコンセント

と子ども本人のインフォームドアセントを得て実施する。そのため、研修会企画者代表の所属機関の倫理審査

を受審して承認を得るなど、環境作りが欠かせない。動画作成の環境作りに時間がかかる場合は、模擬事例を

用いるなど、別の方法を検討する（序参照）。無理をしないで、できるところから始めるようにしたい。 

 グループワークにおいて参加者はグループを移動するため、ファシリテーターは移動しないで議論をリード

しなければならない。ファシリテーターのために、進行の手引きを作成しておくことが望ましい（表５）。 

 

（３）	 グループの設定 

 グループワークのためのグループの設定はねらいによって変わってくる。私たちは多職種合同の利点を活か

せるよう、参加者が２つ以上のグループに参加し意見交換を行う形式を用いることが多い。本テーマにおいて

は表６に示す２つの組み合わせを試みた。大阪セミナーでは、同じ職種での話し合いを経てから多職種グルー

プに移り、その議論をもとの同一職種グループに持ち帰って再度検討するという流れを作った。これは、職種

毎の視点の違いを意識することに力点を置いたためである。福岡セミナーではできるだけ多くの参加者と意見

交換する機会を提供することに力点を置き、参加者は 2つの多職種グループで話し合うようにした。2つの試

みは、それぞれのねらいに沿った成果を得たと評価しているが、３回のグループワークとシェアリングを実施

するには 3時間では不足するように思われた。 

 

 

                                                
2 私たちの研修は 6時間（90 分×３コマ）前後で実施している。 
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（４）	 まとめ 

 セミナーのまとめは、シェアリングで発表され、意見交換された論点を整理しつつ、研修のねらいにそって

行う。講師によるまとめは、当初の講義に照らし合わせながら展開していただけるので、理解を深めていく上

で有効である。 

 

 表４ 事例の要素 

①	 子どもの年齢（発達段階）、病気と治療の状況、障がいの有無、入院経験の有無などの基本情報 
②	 入安静度、活動時の姿勢など、ときどきの状況に関する情報 
③	 観察する場面（遊び、食事、検査や処置など、ねらいに応じて必要な場面をサンプリングする） 
④	 撮影時間（撮影時間は活動単位の継続時間で決まってくるが、長い場合は、編集を行う必要が生ずる） 

  

 表 5 グループワークのファシリテーターのための進行の手引き（福岡セミナー） 

グループワーク①（13：15～14：00） 
１．VTRを見た感想をみんなで出し合う。 
２．以下の3点についてそれぞれの職種や立場を活かして意見交換をしましょう。 
  意見は用意した付箋に書き込み、模造紙上に整理しておく。 
①	 入院中のこどもにとっての遊びとは何か 
②	 遊びにおける大人の立ち位置について 
③	 お互いの協力・共通理解について 
 
グループワーク②（14：05～15：05） 
１．グループワーク①で出た意見を新しいグループでシェアする（各グループより1名） 
２．グループワーク①と同様に、3点について意見交換をして、付箋に書き込んでいく。 
３．出された（付箋に書かれた）意見を模造紙にまとめる。 
４．代表者を決め全体でのシェアリングのための準備を行う。 
 
全体でのシェアリング（15：15～） 
 
☆ポイント 
・グループワークでは全員が発言できるようにしましょう。 
・立場によって考え方も見方も違います。多職種間で意見を出し合い、それを受け入れあいながら 
 話し合いを進めましょう。 

 

表６ グループ構成の例 

大阪セミナー 

①流れ：同一職種グループ⇒多職種グループ⇒同一職種グループ（もとのグループ） 
②シェアリング：同一職種グループ別の発表（職種別の発表） 

福岡セミナー 

①流れ：多職種グループ（その１）⇒多職種グループ（その２） 
②シェアリング：多職種グループ（その２）での発表（多職種グループでの発表） 
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２．動画の準備

動画を用いる意義はすでに述べたとおりである。私たちは動画の撮影のあと、可能であれば子どもと保育士

の発言を記述したトランスクリプトを作成するようにしている。研修会で動画の観察を行った場合、聞き落と

しや見落としが生じがちである。トランスクリプトは、そこを補強してくれる素材となる。ただし、子ども

の名前など、個人を特定できる情報は削除した形で作成し、研修会終了後は回収する。トランスクリプトを用

いて動画に字幕を入れることも一計である。

いずれにしても、これは子どもの姿から発達について、さらには発達支援について考えるための一つの道具で

ある。発達がプロセスであることを学ぶ研修会であることを思い起こし、参加者の気づきと学びのプロセスを

大切にしていただきたい。

（１） 倫理上の手続き

子どもの遊び場面の撮影に先立ち、撮影された動画の研修利用に関して、必要事項を説明の上同意を得る。

研修の場での、氏名、保育所名、病院名、病名、病状など言葉で伝わるものだけでなく、表情など視覚的に伝

わる情報も含めて個人情報の取扱を検討する。動画は研究目的で利用されるものではないが、厚生労働省の「人

を対象とする医学系研究に関する倫理指針」を準用して、研修代表者が所属する機関における倫理審査を受け

ることが必要と考える。私たちが動画撮影にあたって用いている保護者向けの説明項目と保護者による同意事

項，子ども向けの説明事項は表 7の通りである。子どもの保護者の紹介を得る必要があるため，また，支援す

る病院スタッフも子どもと共に撮影されることから，撮影への協力をお願いする病院の所属長向けの説明書と

同意書をあわせて作成する必要がある。巻末に説明書と同意書を添付するので、参考にされたい。

（２） 動画撮影の留意点

専門職として子どもと関わっているものでも、動画撮影を行う際に子どもの表情に惹きつけられて、クロー

ズアップする傾向がある。しかし、それでは、必要な情報を盛り込むことができない。研修用の動画としては、

個々の相互作用が展開している場の全体像が把握できることが望ましい。少なくとも、①子どもの表情だけで

なく、姿勢や動作の全体が映っていること、②保育士との相互作用が映っていることが必要である。広角で全

体を撮影することも選択肢のひとつである。子どもの移動に応じたカメラの移動はできるだけ少なくし、上下

動が少ない方が、見やすい画像となる。また、1台のビデオカメラでは保育士の表情は映らない場合もあるが、

経験上、保育士の表情は働きかける声で判断できることが多いように思われる。

音声に関しては、子ども達の声ができるだけはっきり録音できていることが望ましい。可能であれば指向性

マイクを用いる、音楽専用の動画撮影機材を用いるとよい。

なお、プレイルームなどでは撮影の同意を得ていない子どもが映り込むことがある。この場合マスキングを
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かけて顔が特定できないように画像を処理するが、こうした対処方針についても、あらかじめ関係者に説明し

ておきたい。 

（谷川弘治） 

 

 表 7 動画撮影のインフォームドコンセント、インフォームドアセントを得るための説明項目 

 保護者のインフォームドコンセントを得るための説明書の項目 
・	 撮影の目的 
・	 撮影するものと利用方法 
・	 作成するもの 

   ①動画ファイル、②様子を文章にしたプリントと保存したファイル、③プリントの文章の一部引用 
・	 撮影する人 
・	 同意は自由意志によるものであり、撤回することもできること 
・	 撮影途中での中断も問題ないこと 
・	 お子様への分かりやすい説明と拒否への対応 
・	 この取り組みへの参加によるメリットとデメリット 
・	 情報開示について 
・	 助成 
・	 倫理審査 
・	 苦情処理窓口 
・	 研修スタッフ 

 保護者による同意事項 
・	 子どもの動画を撮影すること 
・	 様子を文章にしたプリントを作成し，研修会で利用すること 
・	 プリントの一部を『研修プログラム集』や研修成果をまとめた論文で引用すること 
＊	 撮影を希望しない場面，保護者の顔をマスキングすること，その他の配慮の希望を記入する欄を設ける 

 子どものインフォームドアセントを得るための説明書の項目 
・	 保育士や看護師さんが勉強していること 
・	 保育士さんと遊んだり、看護師さんと検査をしているところをビデオにとらせてもらい，勉強に役立てたいこと 
・	 ビデオを勉強以外で使うことがないこと 
・	 ビデオをとることがイヤな場合，イヤだと言っても困ることはまったくないこと 
・	 ビデオをとる途中で，とるのをやめたいと思ったら，そのように言えば，とるのをやめること 

 

 

 

 

 

 

 

 



保護者宛                                          

医療を要する子どもたちを支援する保育士，教師，医師，看護師など医療スタッフの 

研修で用いる動画の撮影，保存，利用に関するお願い 

 

医療を要する子どもたちにとって，発達に応じた遊びや大人のかかわりを通して，ストレスを和らげることは，治療の

ためにも大切なことです。遊びや大人のかかわりを充実させ，ストレスを和らげるには，それらを支えている保育士や教

師と，医師や看護師など医療スタッフの知識とかかわる力，スタッフ同士が協力し合う力を向上させることが欠かせませ

ん。私たちは，平成 21年から，このための研修プログラムを作成し，保育士，教師，医師，看護師など専門職が学びあう

場を設けて参りました。 

今回，この研修の一環として，お子様が遊んだり，治療・処置やケアを受けている様子とスタッフの様子を動画に収め，

研修会の場で参加者がその場面について，さまざまに意見交換することを通して，子どもの見方，かかわり方，職員同士

の協力の仕方などを学ぶという企画を検討しております。つきましては，下記の説明をお読みの上，お子様の動画を作成

し，研修会で活用させていただくことにご同意いただければと考えております。この動画の作成と活用にあたって，お子

様の個人情報が外部に漏れることはございません。また，これはみなさまの自由意志に基づくものであり，お子様にも可

能な限り納得していただいて実施します。みなさまが同意なさらなくても，また，お子様が納得されず拒否されても，お

子様とみなさまにとって不利になることは全くございません。一旦同意なさっても，後ほど，撤回することができます。 

ご不明の点は，説明者に何なりとお申し付けください。分かりやすくご説明申し上げます。まずは，ご一読くださいま

すよう，お願いいたします。 

研究代表者 谷川弘治（西南女学院大学） 

 

記 

１. 撮影の目的 

 撮影の目的は，お子様の生活，遊び，治療・処置やケアの様子を動画に収め，研修会で活用することを通して，保育士，

教師及び看護師等医療スタッフの知識と技術を向上させることです。 

 

２. 撮影するものと利用方法 

 撮影するものは，お子様の生活や遊びの様子，治療・処置やケアの様子です。具体的な場面は，保護者のみなさまに撮

影をご了解いただける場面に限ります。撮影は，遊びや処置などが終了するまでですが，概ね 20分程度とお考えください。 

 作成されるものは，動画の記録ファイル（ＭＰＥＧなどの動画ファイル），遊びなどの様子を文章にしたプリント，文章

を保存した電子ファイル（ワードファイル）です。いずれも個人が特定される情報を省くように修正した上，研修会で用

います。 

 これらは研修参加者が当日使用したあとは回収しますので，研修スタッフ（下記 13）以外に配付されることはありませ

ん。 

 プリントの文章は，研修会の進め方をまとめる『研修プログラム集』と研修成果をまとめた学術論文に，一部を掲載す

ることがあります。この場合も個人が特定される情報が削除された状態は確保されます。 

３. 作成するもの：動画ファイル，様子を文章にしたプリント，プリントの電子ファイル 

動画ファイル 

!! 生活や遊びの様子，治療・処置やケアの様子を撮影します。この撮影に同意の友達がいる場合は，その友達も

一緒に撮影されることがあります。お子様とかかわっている病院スタッフ，保護者の方も一緒に活動している

場合は保護者も撮影されることがあります。お子様の表情は研修に必要なため，そのままにさせていただける

ようお願いいたします。ご希望があれば，保護者のみなさまの顔にマスクを掛けて分からないようにしたり，

発言の中にあるお子様のお名前（呼称），保護者のお名前が聞こえないように処理することができます。 

同意書にご希望をお示しください。 

!! 保育所名，病院名，地域名など個人が特定できる情報は，すべてあらかじめ聞こえないように処理します。 

!! 一緒に遊んでいる友達で同意のないもの，活動には関係のない人の顔はわからないようにマスクをかけ，発言

も聞こえないように処理します。 

!! この動画は，研修会期間中（研修会準備開始から研修会終了後２週間まで），研修会の責任者である研究組織

のメンバー（13．参照）が鍵のかかる保管庫で管理し，研修会のみで使用します。研修会終了後は，研究代表

者である谷川弘治（西南女学院大学）の研究室内の鍵のかかる保管庫で保管します。 

!! この動画の保存期間は，研究期間終了後 5年間（2024年 6月まで）です。 

!! 動画ファイルは復元できないよう暗号化して削除します。 

	 様子を文章にしたプリントと保存したファイル 

!! 子どもの様子（表情，行動，発言など），同様に同意のある友達や大人のかかわりあいを文章にします。この

場合，子どもや保護者のみなさまのお名前は，かかわる職員の名前も含めて仮名とし，その他，個人が特定で

きる情報はすべて削除して作成します。これらは電子ファイル（ワード形式）で保存され，プリントとして印

刷して，研修会で使用します。 

!! 電子ファイルとプリントは，研究代表者である谷川弘治（西南女学院大学）の研究室内の鍵のかかる保管庫で

保管します。 

!! 電子ファイル及びプリントは，研修会期間中（研修会準備開始から研修会終了後２週間まで），研修会の責任

者である研究組織のメンバー（13．参照）が鍵のかかる保管庫で管理し，研修会のみで使用します。研修会終

了後は，電子ファイルは暗号化して削除し，プリントはシュレッダーにかけて破棄します。 

!! この電子ファイルとプリントの保存期間は，研究期間終了後 5年間（2024年 6月まで）です。 

!! 電子ファイルは復元できないよう暗号化して削除します。プリントはシュレッダーにかけて破棄します。 

プリントの文章の一部の引用 

!! 私たちは研修の成果を『研修プログラム集』としてまとめ，研究代表者のホームページ上に公開すると共に，

印刷物として配布することで，全国の医療保育士や教師の研修に活かしてもらえるようにしております。この

ため，医療の場での子ども理解のあり方や子どもへのかかわり方を説明したり，研修の進行方法を説明するた

めに，プリントの文章から必要な箇所を使用することがあります。たとえば，お医者さんごっこの場面で「（子

どもの仮名：お医者さん役）お熱は 38 度です。（保育士：子ども役）お熱はありますか。（子どもの仮名）点

滴しましょうね。（保育士）えー。イヤだなー（子どもの仮名）最初ちくっとするけれど，だいじょうぶだよ・・」



といった場面を取り上げ，保育士が子どもの気持ちを代弁しながら，イメージが広がっていくように進めてい

くことを解説するといったことです。 

これまでの『研修プログラム集』は下記のホームページに掲載されています。 

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

!! 研修成果をまとめた論文を学術雑誌に投稿します。論文は，研修参加者が何を学んだかを評価することが目的

になります。その際，どのような場面を用いて研修が行われたかを説明する必要がある場合に，プリントの文

章の一部を用いることがあります。 

!! 『研修プログラム集』や学術雑誌に投稿する論文で引用する場合，大元のプリントは②で述べたように個人を

特定する情報を削除しておりますので，同様に個人が特定される情報が外部に漏れることは一切ありません。 

 

４. 撮影する人 

!! 撮影は研修スタッフおよび研修スタッフが指導する学生・大学院生が行います。研修スタッフは下記 13 を参

照してください。お子様に日頃かかわる病院，施設の職員の協力が得られる場合は，その方が撮影することも

あります。 

!! 研修スタッフおよび学生・大学院生が撮影する場合は，お子様に負担にならないよう，撮影前に安心してもら

えるようにあそぶ時間をとるなど，必要な配慮をいたします。 

 

５. 同意は自由意志によるものであり，撤回することもできること 

!! 撮影と動画の利用に関する同意は，みなさまの自由意志よるものです。 

同意をなさらなくても，途中で同意を撤回されても，みなさまに不利になることは一切ありません。 

!! 同意を撤回される場合は，同意撤回書を，研究代表者（谷川弘治）宛に郵送してください。 

 

６. 撮影途中での中断も問題ないこと 

!! 撮影の途中でお子様の具合が優れない状況が生じた場合は撮影を中止します。 

!! 皆様が見ておられて，お子様が撮影を嫌がっていると思われる場合など，撮影を中断したいと思われる場合は，

遠慮なく申し出てください。撮影は速やかに中止し，その場面は使用しません。 

 

７. お子様への分かりやすい説明と拒否への対応 

!! お子様が，撮影を意識する年齢である 2歳くらいからは，なにを行うのか理解できるように，撮影前に分かり

やすく説明をさせていただきます。説明の仕方は資料１をご覧下さい。 

!! お子様が撮影を拒否される場合は，その意思表示があった時点で撮影を終了し，その場面は使用しません。 

 

８. この取り組みへの参加によるメリットとデメリット 

!! お子様にかかわる保育士をはじめとするスタッフが，撮影を通してあらたな発見をしたり，業務を見直したり，

研修会で助言を得ることで，お子様への取り組みをよりよくするきっかけとなる可能性があります。 

!! 研修会に参加した保育士をはじめとするスタッフが，動画を通して学ぶことで，多くの子どもたちの療養生活

をより良いものにしていく可能性があります。 

!! 場面によっては撮影されることで緊張したり，不安が強まることがあるかもしれません。撮影はできるだけ緊

張や不安を与えないよう配慮すると共に，万が一，緊張が高まっているということがあれば，それを察知した

時点で，撮影を中止します。みなさまやご本人から中止のお申し出があった場合も同様です。 

中断した場合，時期をみて，場面を変えて撮影をお願いすることがあるかもしれませんが，みなさまが撮影を

拒否すること，同意を撤回されることは自由にできます。 

 

９. 情報開示について 

!! お子様に関する動画やプリントの文章（電子ファイル）から個人情報がどのように削除されているかを確認し

たい場合は，確認できるようにいたします。研究代表者（谷川弘治）にご連絡ください。研修での使用状況，

『研修プログラム集』や論文での引用状況も同様です。 

 

１０. 助成 

!! この研究は，日本学術振興会科学研究費補助金基盤研究（Ｃ）の助成を得て実施しております。 

 

１１.倫理審査 

!! この取り組みは，西南女学院大学倫理審査委員会の承認を得て実施しています。 

 

１２.苦情処理窓口 

!! 苦情処理窓口は西南女学院大学倫理審査委員会です。 電話番号０９３－５８３－５１３０（庶務課） 

 

１３.研修スタッフ（研究組織） 

研究代表者 谷川弘治（西南女学院大学保健福祉学部） 

      ８０３－０８３５ 北九州市小倉北区井堀１－３－５  電話０９３－５８３－５２５１ 

研究分担者 山口悦子（大阪市立大学大学院医学研究科） 

      濱中喜代（東京慈恵会医科大学医学部看護学科） 

連携研究者 西牧謙吾（国立障害者リハビリテーションセンター） 

      吉川由希子（敦賀市立看護大学看護学部） 

      甲斐恭子（共立女子大学看護学科） 

      永吉美智枝（東京医科歯科大学大学院） 

      大重育美（日本赤十字九州国際看護大学看護学部） 

      文屋典子（西南女学院大学保健福祉学部） 

以上  



西南女学院大学保健福祉学部長様                                 

 

医療を要する子どもたちを支援する保育士，教師，医師，看護師など医療スタッフの 

研修で用いる動画の撮影，保存，利用に関する同意書 

 

私は，「医療を要する子どもたちを支援する保育士，教師，医師，看護師など医療スタッフの研修で用いる動画の撮影，

保存，利用に関するお願い」について，担当者から下記の説明を受け，理解しましたので，下記の通り同意します。 

 

 説明を受けた事項 

!! 撮影の目的 

!! 撮影するものと利用方法 

!! 作成するもの：動画ファイル，様子を文章にしたプリント，プリントの電子ファイル 

!! 撮影する人 

!! 同意は自由意志によるものであり，撤回することもできること 

!! 撮影途中での中断も問題ないこと 

!! お子様への分かりやすい説明と拒否への対応 

!! この取り組みへの参加によるメリットとデメリット 

!! 情報開示について 

!! 助成 

!! 倫理審査 

!! 苦情処理窓口 

 

 同意する事項 （同意する事項を選びチェックをいれてください。） 

!! 子どもの動画を撮影すること 

!! 様子を文章にしたプリントを作成し，研修会で利用すること 

!! プリントの一部を『研修プログラム集』や研修成果をまとめた論文で引用すること 

 

 撮影を希望しない場面，保護者の顔をマスキングすること，その他配慮を希望されることがありましたら，具体的にご

記入ください。（同意をいただきました後も，撮影にあたりましては，事前に相談させていただきます） 

 

 

 

（     ）年（  ）月（  ）日 

ご署名（                 ） 

説明者（                 ） 

西南女学院大学保健福祉学部長様                                

 

医療を要する子どもたちを支援する保育士，教師，医師，看護師など医療スタッフの 

研修で用いる動画の撮影，保存，利用に関する同意撤回書 

 

私は，「医療を要する子どもたちを支援する保育士，教師，医師，看護師など医療スタッフの研修で用いる動画の撮影，

保存，利用に関するお願い」についての同意を撤回します。 

 

 

 

（     ）年（  ）月（  ）日 

ご署名（                 ） 

 

 

 

郵送先 ８０３－０８３５ 北九州市小倉北区井堀１－３－５ 

西南女学院大学 庶務課 

  



さつえいのおねがい （資料１） 

 

 わたしたちは，あなたが入 院 中
にゅういんちゅう

にあそんでくれる保育士
ほ い く し

さんや看護師
か ん ご し

さんたちが， 

子
こ
どもとうまくかかわれるようになるために，お勉強

べんきょう
をしています。 

 こんかい，あなたが保育士
ほ い く し

さんとあそんだり，看護師
か ん ご し

さんと検査
けんさ
したりしているところを

ビデオにとらせてもらい，お勉強
べんきょう

にやくだてたいと思
おも
い，おねがいしたいと思

おも
っています。 

 ビデオはお勉強
べんきょう

いがいでつかうことはありません。 

 ビデオをとるのはイヤだと思
おも
うばあいは，そのように言

い
ってください。イヤだといっても，

あなたが困
こま
ることはまったくありません。 

 また，ビデオをとっているとちゅうで，とるのをやめたいと思
おも
うときも，そのように言

い
っ

てください。そうすれば，とるのをやめます。 

 

（      ）ねん（  ）がつ（  ）にち 

 

 せつめいした人（          ） 

 

ビデオをとるところの れい 

   
  おとなとあそぶところ       おえかきしたりしてあそぶところ      しんさつやけんさ 

  

所属長様                                         

 

医療を要する子どもたちを支援する保育士，教師，医師，看護師など医療スタッフの 

研修で用いる動画の撮影，保存，利用に関するお願い 

 

医療を要する子どもたちにとって，発達に応じた遊びや大人のかかわりを通して，ストレスを和らげることは，治療の

ためにも大切なことです。遊びや大人のかかわりを充実させ，ストレスを和らげるには，それらを支えている保育士や教

師と，医師や看護師など医療スタッフの知識とかかわる力，スタッフ同士が協力し合う力を向上させることが欠かせませ

ん。私たちは，平成 21年から，このための研修プログラムを作成し，保育士，教師，医師，看護師など専門職が学びあう

場を設けて参りました。 

今回，この研修の一環として，医療を要する子どもが遊んだり，治療・処置やケアを受けている様子とスタッフの様子

を動画に収め，研修会の場で参加者がその場面について，さまざまに意見交換することを通して，子どもの見方，かかわ

り方，職員同士の協力の仕方などを学ぶという企画を検討しております。つきましては，下記の説明をお読みの上，子ど

もの動画を作成し，研修会で活用させていただくことにご協力いただければと考えております。 

この動画の作成と活用にあたって，子どもとご家族およびかかわっている医療スタッフの個人情報が外部に漏れること

はございません。撮影にあたっては，保護者の方への十分な説明を行い，同意を得ます。また，子どもにも分かりやすく

説明を行います。そのほか，動画の作成と活用にあたっての倫理的課題については下記の様に取り扱います。 

以上をご理解の上，ご協力くださいますよう，よろしくお願い申し上げます。 

 

研究代表者 谷川弘治（西南女学院大学） 

 

記 

１. 撮影の目的 

 撮影の目的は，子どもの生活，遊び，治療・処置やケアの様子を動画に収め，研修会で活用することを通して，保育士，

教師及び看護師等医療スタッフの知識と技術を向上させることです。 

 

２. 撮影するものと利用方法 

 撮影するものは，子どもの生活や遊びの様子，治療・処置やケアの様子です。具体的な場面は，保護者のみなさまに撮

影をご了解いただける場面に限ります。撮影は，遊びや処置などが終了するまでですが，概ね 20分程度とお考えください。 

 作成されるものは，動画の記録ファイル（ＭＰＥＧなどの動画ファイル），遊びなどの様子を文章にしたプリント，文章

を保存した電子ファイル（ワードファイル）です。いずれも個人が特定される情報を省くように修正した上，研修会で用

います。これらは研修参加者が当日使用したあとは回収しますので，研修スタッフ以外に配付されることはありません。 

 プリントの文章は，研修会の進め方をまとめる『研修プログラム集』と研修成果をまとめた学術論文に，一部を掲載す

ることがあります。この場合も個人が特定される情報が削除された状態は確保されます。 

 



３. 作成するもの：動画ファイル，様子を文章にしたプリント，プリントの電子ファイル 

動画ファイル 

!! 生活や遊びの様子，治療・処置やケアの様子を撮影します。この撮影に同意の友達がいる場合は，その友達も

一緒に撮影されることがあります。子どもとかかわっている病院スタッフ，保護者の方も一緒に活動している

場合は保護者も撮影されることがあります。子どもの表情は研修に必要なため，そのままにさせていただける

ようお願いいたします。ご希望があれば，保護者のみなさまの顔にマスクを掛けて分からないようにしたり，

発言の中にある子どものお名前（呼称），保護者のお名前が聞こえないように処理することができます。 

!! 病院スタッフに関しても，同様に個人を特定できる情報として，顔をマスキングする，声は聞こえないように

するなど，処理することができます。ご協力いただく際に，同意書にお示し下さい。 

!! 保育所名，病院名，地域名など個人が特定できる情報は，すべてあらかじめ聞こえないように処理します。 

!! 一緒に遊んでいる友達で同意のないもの，活動には関係のない人の顔はわからないようにマスクをかけ，発言

も聞こえないように処理します。 

!! この動画は，研修会期間中（研修会準備開始から研修会終了後２週間まで），研修会の責任者である研究組織

のメンバー（13．参照）が鍵のかかる保管庫で管理し，研修会のみで使用します。研修会終了後は，研究代表

者である谷川弘治（西南女学院大学）の研究室内の鍵のかかる保管庫で保管します。 

!! この動画の保存期間は，研究期間終了後 5年間（2024年 6月まで）です。 

!! 動画ファイルは復元できないよう暗号化して削除します。 

 

	 様子を文章にしたプリントと保存したファイル 

!! 子どもの様子（表情，行動，発言など），同様に同意のある友達や大人のかかわりあいを文章にします。この

場合，子どもや保護者のみなさまのお名前は，かかわる職員の名前も含めて仮名とし，その他，個人が特定で

きる情報はすべて削除して作成します。これらは電子ファイル（ワード形式）で保存され，プリントとして印

刷して，研修会で使用します。 

!! 電子ファイルとプリントは，研究代表者である谷川弘治（西南女学院大学）の研究室内の鍵のかかる保管庫で

保管します。 

!! 電子ファイル及びプリントは，研修会期間中（研修会準備開始から研修会終了後２週間まで），研修会の責任

者である研究組織のメンバー（13．参照）が鍵のかかる保管庫で管理し，研修会のみで使用します。研修会終

了後は，電子ファイルは暗号化して削除し，プリントはシュレッダーにかけて破棄します。 

!! この電子ファイルとプリントの保存期間は，研究期間終了後 5年間（2024年 6月まで）です。 

!! 電子ファイルは復元できないよう暗号化して削除します。プリントはシュレッダーにかけて破棄します。 

 

プリントの文章の一部の引用 

!! 私たちは研修の成果を『研修プログラム集』としてまとめ，研究代表者のホームページ上に公開すると共に，

印刷物として配布することで，全国の医療保育士や教師の研修に活かしてもらえるようにしております。この

ため，医療の場での子ども理解のあり方や子どもへのかかわり方を説明したり，研修の進行方法を説明するた

めに，プリントの文章から必要な箇所を使用することがあります。たとえば，お医者さんごっこの場面で「（子

どもの仮名：お医者さん役）お熱は 38 度です。（保育士：子ども役）お熱はありますか。（子どもの仮名）点

滴しましょうね。（保育士）えー。イヤだなー（子どもの仮名）最初ちくっとするけれど，だいじょうぶだよ・・」

といった場面を取り上げ，保育士が子どもの気持ちを代弁しながら，イメージが広がっていくように進めてい

くことを解説するといったことです。 

これまでの『研修プログラム集』は下記のホームページに掲載されています。 

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

!! 研修成果をまとめた論文を学術雑誌に投稿します。論文は，研修参加者が何を学んだかを評価することが目的

になります。その際，どのような場面を用いて研修が行われたかを説明する必要がある場合に，プリントの文

章の一部を用いることがあります。 

!! 『研修プログラム集』や学術雑誌に投稿する論文で引用する場合，大元のプリントは②で述べたように個人を

特定する情報を削除しておりますので，同様に個人が特定される情報が外部に漏れることは一切ありません。 

 

４. 同意は自由意志によるものであり，撤回することもできること 

!! 撮影と動画の利用に関する同意は，みなさまの自由意志よるものです。 

同意をなさらなくても，途中で同意を撤回されても，みなさまに不利になることは一切ありません。 

!! 同意を撤回される場合は，同意撤回書を，研究代表者（谷川弘治）宛に郵送してください。 

 

５. 撮影する人 

!! 撮影は研修スタッフおよび研修スタッフが指導する学生・大学院生が行います。研修スタッフは下記 13 を参

照してください。お子様に日頃かかわる病院，施設の職員の協力が得られる場合は，その方が撮影することも

あります。 

!! 研修スタッフおよび学生・大学院生が撮影する場合は，お子様に負担にならないよう，撮影前に安心してもら

えるようにあそぶ時間をとるなど，必要な配慮をいたします。 

 

６. 撮影途中での中断も問題ないこと 

!! 撮影の途中で子どもの具合が優れない状況が生じた場合は撮影を中止します。 

!! 皆様が見ておられて，子どもが撮影を嫌がっていると思われる場合など，撮影を中断したいと思われる場合は，

遠慮なく申し出てください。撮影は速やかに中止し，その場面は使用しません。 

 

７. 子どもへの分かりやすい説明と拒否への対応 

!! 子どもが，撮影を意識する年齢である 2歳くらいからは，なにを行うのか理解できるように，撮影前に分かり

やすく説明をさせていただきます。説明の仕方は資料１をご覧下さい。 

!! 子どもが撮影を拒否される場合は，その意思表示があった時点で撮影を終了し，その場面は使用しません。 

 



８. この取り組みへの参加によるメリットとデメリット 

!! 子どもにかかわる保育士をはじめとするスタッフが，撮影を通してあらたな発見をしたり，業務を見直したり，

研修会で助言を得ることで，子どもへの取り組みをよりよくするきっかけとなる可能性があります。 

!! 研修会に参加した保育士をはじめとするスタッフが，動画を通して学ぶことで，多くの子どもたちの療養生活

をより良いものにしていく可能性があります。 

!! 場面によっては撮影されることで緊張したり，不安が強まることがあるかもしれません。撮影はできるだけ緊

張や不安を与えないよう配慮すると共に，万が一，緊張が高まっているということがあれば，それを察知した

時点で，撮影を中止します。みなさまやご本人から中止のお申し出があった場合も同様です。 

中断した場合，時期をみて，場面を変えて撮影をお願いすることがあるかもしれませんが，みなさまが撮影を

拒否すること，同意を撤回されることは自由にできます。 

 

９. 情報開示について 

!! 子どもに関する動画やプリントの文章（電子ファイル）から個人情報がどのように削除されているかを確認し

たい場合は，確認できるようにいたします。研究代表者（谷川弘治）にご連絡ください。研修での使用状況，

『研修プログラム集』や論文での引用状況も同様です。 

 

１０. 助成 

!! この研究は，日本学術振興会科学研究費補助金基盤研究（Ｃ）の助成を得て実施しております。 

 

１１.倫理審査 

!! この取り組みは，西南女学院大学倫理審査委員会の承認を得て実施しています。 

 

１２. 苦情処理窓口 

!! 苦情処理窓口は西南女学院大学倫理審査委員会です。 電話番号０９３－５８３－５１３０（庶務課） 

 

１３.研究組織 

研究分担者 山口悦子（大阪市立大学大学院医学研究科） 

      濱中喜代（東京慈恵会医科大学医学部看護学科） 

連携研究者 西牧謙吾（国立障害者リハビリテーションセンター） 

      吉川由希子（敦賀市立看護大学看護学部） 

      甲斐恭子（共立女子大学看護学科） 

      永吉美智枝（東京医科歯科大学大学院） 

      大重育美（日本赤十字九州国際看護大学看護学部） 

      文屋典子（西南女学院大学保健福祉学部） 

以上 

西南女学院大学保健福祉学部長様                                 

医療を要する子どもたちを支援する保育士，教師，医師，看護師など医療スタッフの 

研修で用いる動画の撮影，保存，利用に関する同意書（医療施設など） 

 

私は，「医療を要する子どもたちを支援する保育士，教師，医師，看護師など医療スタッフの研修で用いる動画の撮影，

保存，利用に関するお願い」について，担当者から下記の説明を受け，理解しましたので，私どもの施設に入院中の子ど

もの保護者への説明と同意に基づいて，動画を撮影し，利用することに同意します。 

 

 説明を受けた事項 

!! 撮影の目的 

!! 撮影するものと利用方法 

!! 作成するもの：動画ファイル，様子を文章にしたプリント，プリントの電子ファイル 

!! 撮影する人 

!! 同意は自由意志によるものであり，撤回することもできること 

!! 撮影途中での中断も問題ないこと 

!! お子様への分かりやすい説明と拒否への対応 

!! この取り組みへの参加によるメリットとデメリット 

!! 情報開示について 

!! 助成 

!! 倫理審査 

!! 苦情処理窓口 

 同意する事項 （同意する事項を選びチェックをいれてください。） 

!! 子どもの保護者を研修スタッフに紹介すること 

!! 研修スタッフが，施設内で子どもの保護者への説明と同意の手続きをとり，撮影を行うこと 

!! 撮影したあと必要な処理を行った動画，様子を文章にしたプリントを作成し，研修会で利用すること 

!! プリントの一部を『研修プログラム集』や研修成果をまとめた論文で引用すること 

 

 撮影を希望しない場面，スタッフの顔の扱い，その他配慮を希望されることがありましたら，具体的にご記入ください。 

（同意をいただきました後も，撮影にあたりましては，事前に相談させていただきます） 

 

 

 

（     ）年（  ）月（  ）日 

施設名（                  ）施設長のご署名（                 ） 

説明者（                 ） 



西南女学院大学保健福祉学部長様                                

 

医療を要する子どもたちを支援する保育士，教師，医師，看護師など医療スタッフの 

研修で用いる動画の撮影，保存，利用に関する同意撤回書（医療施設など） 

 

私は，「医療を要する子どもたちを支援する保育士，教師，医師，看護師など医療スタッフの研修で用いる動画の撮影，

保存，利用に関するお願い」についての同意を撤回します。 

 

 

 

（     ）年（  ）月（  ）日 

 

施設名（                  ）施設長のご署名（                 ） 

 

 

 

郵送先 ８０３－０８３５ 北九州市小倉北区井堀１－３－５ 

西南女学院大学 庶務課 

  

さつえいのおねがい （資料１） 

 

 わたしたちは，あなたが入 院 中
にゅういんちゅう

にあそんでくれる保育士
ほ い く し

さんや看護師
か ん ご し

さんたちが， 

子
こ
どもとうまくかかわれるようになるために，お勉強

べんきょう
をしています。 

 こんかい，あなたが保育士
ほ い く し

さんとあそんだり，看護師
か ん ご し

さんと検査
けんさ
したりしているところを

ビデオにとらせてもらい，お勉強
べんきょう

にやくだてたいと思
おも
い，おねがいしたいと思

おも
っています。 

 ビデオはお勉強
べんきょう

いがいでつかうことはありません。 

 ビデオをとるのはイヤだと思
おも
うばあいは，そのように言

い
ってください。イヤだといっても，

あなたが困
こま
ることはまったくありません。 

 また，ビデオをとっているとちゅうで，とるのをやめたいと思
おも
うときも，そのように言

い
っ

てください。そうすれば，とるのをやめます。 

 

（      ）ねん（  ）がつ（  ）にち 

 

 せつめいした人（          ） 

 

ビデオをとるところの れい 

   
  おとなとあそぶところ       おえかきしたりしてあそぶところ      しんさつやけんさ 
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