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研修プログラム集第２集では、保育士や教師が、個別支援計画を立案、実施するための基礎的な知識とスキルを学習す
ること、あるいは個別支援計画の側面から業務を見直すことを目的とした多職種合同研修（1 回約 6 時間）の企画につい
てまとめる。この企画は、医師、看護師をはじめとする、さまざまな医療スタッフの参加を前提としている。これによっ
て各々の業務へのスタッフ間の相互理解を促進することができる。保育士や教師にとって、看護計画のように対象の身体・
心理・社会の諸側面を捉えた統合的な計画から学ぶことは少なくないであろう。
＜支援計画の多職種間での共有＞は、多職種で学ぶという私たちの研修の根幹に位置するものである。支援計画を共有
するとは、一つの対象について、協議を要する場面を想定し、各々の立場で取り組みたいこと、他の職種に依頼したいこ
と、対象の主体性を尊重するために共通理解を得たいことなどを報告し合い、話し合うことである。これを通して支援計
画を調整し、協力関係を築くことを学ぶ。
研修会での個別の支援計画の立案と共有の手順は、参加対象者のニーズと研修のフォーカス（ねらい）に基づいて適宜
工夫すべきである。多職種合同の利点を生かすグループワークの標準的手順は、①同一職種グループでの個別の支援計画
立案、②多職種グループでの各々の計画の報告と話し合い、③同一職種グループに戻っての各々の計画の再検討、④全体
での各プループの計画と議論の経過のシェアリング、⑤リーダーによるまとめで構成される。これは、いわゆるワールド
カフェの形式といえるが、二種類以上のグループワークを構成するため時間を要する。円滑な研修の展開のために、事前
の十分な準備に加え、参加者の出欠状況を踏まえたグループや進行手順の微調整、そして時間管理に細心の注意を払う必
要がある。グループワークに入る前に、医療保育と病弱特別支援教育の理念や対象理解の視点を確認したり、個別支援計
画の考え方と手順を確認する講義を行うことがあるが、この場合はとくに時間配分に気をつけたい。
グループワークの手順②は、臨床現場においてケースカンファレンスとして実施されているものを模している。この種
のケースカンファレンスの臨床現場での実施状況（参加範囲、実施頻度など）は多様であり、本研修会で実施するような
多職種合同のケースカンファレンスに参加したことがない参加者もいる。この場合、参加者は、現場に適用できないとい
うジレンマを感じるかもしれないが、まずは、自らの実践を見直し、他の職種への声かけの仕方を工夫する等、できると
ころから業務改善に取り組むことができればよい。リーダーをはじめ研修会スタッフとしては、参加者の思いに耳を傾け、
適切な声かけを大切にしたい。
ところで、＜個別の支援計画＞の立案について検討する研究は少なく、汎用性の高い形式が確立しているとはいえない。
私たちは研修企画者として、これまでの研究に学びながら、個別支援計画の記録フォーマットを整理し、提供するように
した。
（巻末資料：表１から表６）また、急性期病棟保育士のコンサルテーションを通して保育支援計画の記録フォーマッ
トを作成したが、このフォーマットを本研修会でも用い、使用後の意見を取りまとめ改良を加えてきた。
（巻末資料：表 9）
さらに、研修参加者に現場で用いている記録フォーマットを提供していただくなど、記録フォーマットに関する交流を進
めてきた。（巻末資料：表７-1、表 7-２、表８-1、表 8-２）これらの経験は、一つの職場においても最適な記録フォーマ
ットを確定することは簡単ではなく、年々工夫を加えていく必要があることを示している。つまり、汎用性の高い記録フ
ォーマットを求めることよりも、現場に適した記録フォーマットを工夫するための構成要素と実施上のノウハウを提供す
ることが重要といえるかもしれない。
いずれにせよ、暫定的なものであっても記録フォーマットを用いることにより、支援計画、より本質的には支援者の思
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考過程が可視化され、他者と共有できるようになる。個別支援計画に関する研修を検討する方は、どのような記録フォー
マットが効果的か十分に検討していただければと思う。本研修が、現場における支援計画のあり方を見直す契機になるな
らば幸いである。

１．	
 支援の計画化の必要性と研修課題
支援の計画化は、その合理性を高めるとともに、支援過程の見直しを促し、質を向上させることにつながる。支援計画
は一定の形式で表現されることで可視化され、関係者に共有されるものでなければならない。それは、病気の子どもの親
にわかりやすく説明され、意見交換を通して、より精緻なものとし、同意を得ることが望ましい。望ましいというのは、
親として我が子の治療に積極的になれない（とみえる）状況にある、支援者との間に信頼関係の形成が難しい状況がある、
といったことがあり得るからである。この場合、計画の詳細への同意を得ることを保留しつつ、子どもとのかかわりを維
持することに了解を得、可能な支援を行うことで親との信頼関係形成にあたることが計画の一つとなる。また、支援計画
を子ども本人とどう共有するかという点を考えると、医療保育や病弱特別支援教育の個別支援計画を文書で示して共有す
ることは多くないと思われる。通常は、日々のかかわり合いの中で、どういうことを取り組むかを一緒に考え、行動する
ことで、
「ひとまとまりの見通し」として共有されていく。いずれにせよ、子どもと親に対して、何をいつまでにどうする
のかについて、本人たちの分かる言葉で語り、必要な選択を求め、同意あるいは納得を得ていく過程を大切にしたい。
このように支援の始まりから少しずつ形作られてきた支援計画は、子どもと家族、さらに関係するスタッフに共有され
ることで、生きたものとなり、実現に向けたかかわり合いが進む。ここでポイントとなるのは、支援計画およびその計画
に沿った支援過程の可視化という課題である。このプロセスを整理すると次のようになろう。
①導入の局面：信頼関係の形成と情報収集・アセスメントにもとづく支援計画立案（可視化）
②当事者への説明と関係者間のカンファレンス：支援計画の関係者間での共有と調整
③日々の実践：支援過程の記録（可視化）
④日々の、あるいは一定期間を経ての振り返り：支援過程（記録）の振り返りと調整
⑤当事者への説明と関係者間のカンファレンス：支援過程（記録）の（必要部分の）関係者間での共有と調整
支援の計画は、これらの過程を通して、検証され、修正されていくものといえる。本研修は、主に上記①最初の局面、
あるいは②当事者への説明と関係者間のカンファレンスの局面に焦点づけて構成している。
なお、支援の計画化、その可視化は、医療保険を含む制度の運用状況の監査、外部機関による機能評価に必要な情報を
提供するものでもある。この場合、どのような記録が残されているかが重要となる。記録の質を高める努力が必要である
ことは言うまでもない。研修を通して、参加者の支援計画と支援過程の記録の、さらなる改善につながるヒントが提供で
きることが望ましい。
以上の観点から、個別支援計画の立案と実施というテーマを掲げた多職種合同の研修におけるねらいは、下記の３点に
整理できよう。
①支援計画の立案、あるいはその改善へのヒントを提供する
②支援計画と支援過程の記録の改善へのヒントを提供する
③支援計画と支援過程の可視化による関係者との共有及び支援計画の調整を促す方略を提供する
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２．	
 支援計画の構成（保育・学校教育）
ここまで支援計画と概括して述べてきた。その構造は、保育と学校教育の制度上の違いからくる差異があるが、少なく
とも次の要素で構成されている。各要素を検討し、決定する部署は、職場の意思決定と執行の権限及び運用の取り決め等
によって異なる。
あ）全体的な業務計画
①保育計画、教育計画
当該施設、組織における保育や学校教育が対象者に提供するサービスの全体像を示す。
保育は、保育所保育指針に示された基本的な保育業務を、医療現場のニーズに応じて修正する必要がある。そ
の基本は日本医療保育学会の『医療保育テキスト』に示されているが、議論の出発点と位置づけられる。
学校教育は、病弱特別支援教育に関する学習指導要領に規定される。
以下は、この計画に盛り込まれる必要がある事項である。
②職場内の他職種及び他部署、さらに他機関との連携・協働に関する計画
病気の子どもの支援は、その担当者のみで成立するものではない。通常の指揮命令系統（ライン）に基づく業
務を実施するために連携・協働すべき職場内の他の職種（特別支援学校における養護教諭、病棟保育における病
棟の看護師など）、他部署（小中学校の院内学級における本校の教職員、病棟保育における栄養課や庶務課、病児
保育室における併設病院の各部署など）、さらに他の職場（病弱特別支援学校や小中学校の院内学級における病院
や地域の学校、病棟保育における地域の保育所など）とのかかわりを常に意識していくための基本方針である。
③研究、研修、業務改善活動に関する計画
実践を見直し向上を図るための実践研究、専門性を向上させるための研修、業務の効率化や支援対象者のニー
ズへの合致をはかるための改善活動に関する基本方針である。
④その他、予算や物品管理などの計画
業務の基盤をなす重要な要素として、予算や物品管理等の基本方針などが定められている。
い）保育支援、教育支援の実践に関する計画
①年間計画、月間計画
対象年度における年間、月間の目標と行事を含む実践の予定などで構成される。
②週間計画、日々の計画
日々の実践を具体化するために立てられる実践の計画である。
③個別の保育支援計画、教育支援計画
対象となっている子どもと家族の、個々の状況やニーズの応じた支援のねらいと内容、方法を、根拠を含めて
示した計画である。

今回の研修プログラムは、主に個別の保育支援計画及び教育支援計画（あわせて個別の支援計画）の立案と実施を取り
上げる。これらは支援の根幹であり、各専門職の視点と技能が明確に表現されると考えられるからである。
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３．	
 個別の支援計画に関する研修における多職種合同研修の活用
私たちの研修のコンセプトの一つに多職種合同がある。個別の支援計画に関する研修における多職種合同とは、計画の
立案や実施の過程に多様な職種が関与すること、とくに各々の計画を共有し、意見を述べ合う過程を組み込むことを意味
している。参加者は対等な立場である。
具体的には、①同一の対象（通常は模擬事例を用いる）についての、同一職種グループでの個別の支援計画（看護計画
では心理社会的問題への支援の部分）の立案、②多職種グループでの報告と議論による計画の調整、③当初の同一職種グ
ループでの再検討、④（オプションとして）立案した計画を実施するロールプレイ（研修参加者による観察と意見交換を
含む）、⑤グループワークの成果の研修参加者全体でのシェア、⑥リーダーによるコメント、という局面で構成される。
同一の対象についての多職種の計画の共有と意見交換の過程を組み込むことの意義は下記のように整理できよう。
① 他の職種からの情報として、何を、どのように得ていくと良いか、また、他の職種に何をどのように伝えると良
いかを学ぶことができる（情報収集の視点・技法）
② 各々の見立てから学び、多角的に問題を検討し、また優先順位を検討するなど、見立てと支援内容、支援方法を
統合するための視点を学ぶことができる。これにより、自分たちのものの見方や考え方を確認できる（統合的な
見立てと計画調整）
③ 各々の業務の位置と役割を理解し（自分たちの役割が他職種にどう見えているかを含む）、役割分担の視点と進め
方を学ぶことができる（協働の視点と技法）
なお、序で指摘したように、研修会参加者の現場での他の職種との連携と協働の現状は多様であり、研修会で学んだ計
画の共有の場が限られていることもある。この場合、まずは自らの実践を見直し、他の職種への働きかけを工夫する等、
できるところから業務改善に取り組むようにしていきたい。研修会参加後の実践の見直し過程は参加者自身に任される。
筆者は、本研修とは別に、保育士向けのコンサルテーションを実施してきたが、個別支援計画を実質化させるには、職
場内のケースカンファレンス、学会での事例報告、研修会への参加等の機会が、計画立案の形式化を防ぐうえで効果的で
あることを改めて認識してきた。とくに意識的に他の職種と意見交換をすることで得られる、その人たちからのサポート
は何物にも代え難いものがある。

４．	
 個別の支援計画に関する研修を通して学ぶこと
１．に述べたように、研修は「導入の局面」、「当事者への説明と関係者間のカンファレンスの局面」に焦点づけて構成
することが多い。この点をふまえて。研修を通して学ぶこと（到達目標）は下記の５点に整理できる。
① 入院初期の子どもと家族との信頼関係を構築するための配慮ができる（関係構築）
② アセスメント（見立て）に必要な情報を特定し、支援の対象にかかわりながら、また他の職種やその記録から
情報収集することができる（情報収集）
③ アセスメント（見立て）をもとに、支援計画を組み立てることができる（アセスメントとプラニング）
④ 他職種の視点、かかわり方を理解し、必要な情報や計画を共有し、計画を調整したり、役割分担を明確にする
ことができる（連携と協働）
⑤ 個別支援計画の面で、自らの業務を見直し、課題を発見することができる（業務改善）
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５．	
 研修内容と展開方法の検討
多職種合同ワークショップ形式の研修を企画・運営するには、十分な準備が必要である。まずは、研修内容と展開方法
のイメージをスタッフ全員が共有することから始めたい。次の諸点を明確にする必要があるが、これらは相互に関連し合
っているので、常に全体を把握しながら調整する。
① 参加を呼びかけたい職場と職種の設定
② テーマとフォーカスの設定
③ 模擬事例、課題、グループ構成の設定
④ ロールプレイの設定
⑤ シェアリングとリーダーのコメント

（１）	
 参加を呼びかけたい職場と職種の設定
研修会が想定する参加対象地域において、参加を呼びかける職場と職種を設定する。呼びかける職場を病院中心におく
のか、病児保育あるいは重症心身障害児施設などを含めるかは、テーマとフォーカスの設定、模擬事例の設定の前提とな
る。できるだけ多様な職種の参加を進めたいが、地域の実情によって、ある回の研修は保育士中心とする等、柔軟に対応
することが望まれる。
ただし、これらの設定は企画の具体化のために行うもので、想定していない専門職の参加を制限するという意味ではな
い。実際の参加申し込みは関連する専門職が自ら選択できるように、企画内容をできるだけ詳しく案内しておきたい。
（２）	
 テーマとフォーカスの設定
テーマとフォーカスは、想定する職種の業務の状況や研修ニーズを考慮して決定する。
テーマは、キャッチコピーの役割を果たすものでもあるため、魅力ある表現を検討したい。
フォーカスは、研修の到達目標を整理したものであり、４．に示したものを参考にして焦点化する。一般に、②情報収
集、③アセスメントとプラニングの知識と技能の向上が基本となると思われる。他の専門職の意見を得て、自らの役割
を見直すといったフォーカスを立てることもできる。常に、想定される研修参加者のニーズに近づくことを意識しておき
たい。
（３）	
 模擬事例、課題、グループ構成の設定
グループワークを通して個別支援計画を立てる過程、立てた計画を様々な立場から検討し合う過程を設定する。このた
め、①個別支援計画の立案を行う対象となる模擬事例、②その模擬事例について、どのような局面（入院のごく初期、職
種ごとにある程度のかかわりが行われ、各々に対象への見立てが形成されつつある時期、退院を検討し始めた時期など）
に対応した計画を、どのように立てるかを指定する課題を設定しなければならない。課題は、研修会当日のグループワー
クでの設定はもちろんだが、参加者に事前に提出を求める事前課題を設定することがある。これら模擬事例、事前課題、
当日の課題は、当日のグループ構成（同一職種グループや多職種グループなどの設定）と共に、一括して検討する。
共通する一つの模擬事例と課題を設定することで、グループ内、グループ間の議論を円滑に進めることが期待できる。
グループごとに模擬事例が異なる場合は、課題設定に工夫が必要であり、シェアリングのための発表時間が長くなりがち
である。とくに、参加者が同一職種グループと多職種グループを行き来するワールドカフェ方式では、熟慮を要する。
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模擬事例は、スタッフ会議で十分議論し、設定した課題に沿って実際に実施してみることが望ましい。これによって、
どこまで詳しい情報を提供すれば良いか、職種を超えて共通に提示する情報と、職種ごとに提示する情報をどのように区
分・整理すればよいかなど、イメージが膨らみ、検討しやすくなる。
設定した模擬事例と課題は、SNS のグループ機能等を用いて、事前に研修参加者に提供し、検討の開始を依頼すると良
い。研修会の前に提出された計画案を研修スタッフがとりまとめ、当日配布することで、当日の手間を大幅に減らすこと
ができる。この方法は、参加者が模擬事例について考える時間的余裕、分からないことを調べたり、相談する機会を与え
るので、計画案の質を高めることにもつながると思われる。ただし、事前課題を設定する際には、模擬事例の情報をでき
るだけ詳細に示し、できれば研修スタッフへの質問ができるように配慮することが望まれる。
私たちは、事前課題の存在が参加を抑制する可能性も考慮し、計画案提出を必須とはしてこなかったが、ある程度の量
の事前課題の提出を得ることができた。
提示する事例に関しては、次のような形も考えられる。
① 事前に参加予定者からテーマに即した模擬事例を得て、模擬事例集を作成し、共有する。当日は、この中から
議論の対象を選択する。
② 当日、参加者に各々の抱えている事例を発表してもらい、これらの中から議論の対象を選択する。
お互いの職場状況や業務について交流することにもフォーカスをあてたい場合に、この形式が選択肢となりうる。ただ
し、事例を共有するための時間に関する要因、たとえば模擬事例（実際の事例）のグループ内での説明やシェアリング時
の説明の情報量などが大きくなることは避けられない。この点を考慮に入れて、余裕のある時間配分が求められる。また、
実際の事例発表の際には、参加者全員が集団守秘義務を負う点を確認する。
ところで、これらの課題設定において、次項で述べる個別支援計画の記録フォーマットの作成が不可欠である。個別支
援計画の記録フォーマットは、大きく見れば、収集した情報欄、アセスメントの記載欄、プランの記載欄で構成される。
（４）	
 ロールプレイの設定
ロールプレイは、研修参加者が、対象者、支援者、観察者に別れ、立案した計画の一部を試行することである。観察者
は他のグループである場合もある。これにより支援者の意図を明確化する、対象者の心理等を見直す、計画時に見落とし
ていた要素を発見するなど、机上での議論を超えた経験を提供できる可能性がある。ただし、準備に時間を要するため、1
回６時間の研修で同一職種と多職種のグループを行き来する形式では、組み込むことが難しい。ロールプレイそのものを
シェアリングの場とし、全体で観察し、意見交換するといった工夫が必要かもしれない。
（５）	
 シェアリングとリーダーのコメント
シェアリングはグループワーク後の局面で実施する。一つは、研修参加者が新しいグループに移動した際に、そのグル
ープに対して実施するものがある。ファシリテーターは、できるだけ短時間で、必要な情報交換ができるように配慮する。
最終のシェアリングでは、各グループの代表者が全体にむけて発表する。調整された支援計画、議論の論点や経過を、定
められた時間内に報告する。リーダーがコーディネートを行い、進行するとともに、最終的なまとめもリーダーが行う。
この種のシェアリングは、論点が多量に提示されるため、焦点を絞って議論を進めていくことが必要である。次に述べ
る記録フォーマットがあることで、各グループの発表の焦点を把握しやすくなる。記録フォーマットを用いて、あらかじ
め標準的な支援計画を立てておくことも、大いに役立つであろう。
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６．	
 個別支援計画と実施過程の記録フォーマットの作成
序に述べたように、病気の子どもの保育支援及び教育支援における個別支援計画に関する研究は少なく、現場を超えて
汎用性のある個別支援計画の形式を作成することは困難と思われる。ここでいう形式とは、計画の柱立て、柱を組み合わ
せた枠組みをさし、専門的な視点と技能を適切に反映すること、支援対象のニーズに即し、可能な限りの柔軟な運用につ
ながることが基本要件と考えられる。現場で活用するためには、この形式を基本としながら、対象のニーズを的確に把握
でき、使いやすく、見落としが生じにくい記録フォーマットを、現場に応じて作成しなければならない。
私たちの研修会では、医療保育と病弱特別支援教育の諸研究に学びながら、個別支援計画の形式を具体化した記録フォ
ーマットを作成し、参加者に提示している。参加者は、この記録フォーマットを念頭において模擬事例を検討し、その結
果を報告するが、共通の枠組みがあることで、シェアリングと意見交換、リーダーのコメントの焦点や位置づけが明確に
なる。なお、看護計画の記録フォーマットは用意せず、日頃用いている枠組みで心理社会面の計画の立案を求めている。
（１）	
 個別支援計画に含まれる要素
個別支援計画の柱は、情報収集、アセスメント（見立て）、実施計画である。これまで提案された記録フォーマットでは、
さらに経過記録欄が設定されたものもある。ここでは、個別支援計画の構成要素を、できるだけ発達上の問題や障がいの
有無などにかかわらず、年齢的にも汎用性が高くなるように整理したものを紹介する。
なお、個別支援計画は、その策定時期、見直し時期の設定が重要であり、記録フォーマットもこれを意識して作成して
いる。研修会では当初計画の策定前後に焦点をあてることが多いと思われるが、参加者の職場での策定時期は多様である。
研修会では、この点を考慮し、模擬事例であっても、研修参加者ができるだけ通常の職務の流れに即して考えられる時点
を選び、課題を設定することが望ましい。
1）教育における個別支援計画の構成要素
教育支援における個別支援計画の構成要素は下記の通りである。
(ア)

情報収集の項目（巻末資料：表１参照）

① 対象者の基本情報：氏名（呼称）、年齢、性別、家族構成、主たる養育者、付き添い者、住所、もとの学校（担
当者）など
② 医療チームに関する情報：主治医、担当看護師、その他の担当スタッフ
③ 病弱特別支援学校、院内学級に関する情報：担当者など
④ 疾病に関する情報：疾病と治療の概要と見通し、生活上注意すべき症状・副作用・生活規制・その他配慮事項、
予測される不安とストレッサーなど
⑤ 疾病に対する理解とセルフケアの課題：本人が受けている説明、本人の治療への向き合い方、
本人が獲得すべきセルフケア行動など
⑥ 発育と発達に関する情報：発育・発達の状況、行動面・対人関係面の課題など
⑦ 心理的問題の有無と配慮事項：不安や抑うつ、不登校やいじめ等の学校での問題の有無など
⑧ 生活と遊び：生活リズム、睡眠・食事の配慮事項、本人が安心できるもの、興味・関心など
⑨ 教科学習：学習の状況、学習に関する興味や関心、進路に関する希望など
⑩ 地元校とのつながり：学校の状況、友達関係など
⑪ 地域の状況：地域のつながり、関連する支援機関など
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⑫ きょうだいに関する情報：病気に関する理解と不安、疾病ときょうだいへの向き合い方、生活状況、見守りが
できる関係者の有無など
⑬ 親に関する情報：父親と母親の疾病の理解と子どもへの向き合い方、子育ての方針、経済的問題、親を支えて
くれる関係者の有無、他の家族構成員の状況など
これらの情報は、支援の実施中に得られた情報によって更新されていく性質のものであるが、とくに入院初期、退
院準備開始期、エンドオブライフケアへの移行期など、対象をめぐる状況が大きく変化した（する）時点では、意識
的に更新を行う必要がある。表 1 では、退院準備開始期とエンドオブライフケアへの移行期において、確認したり、
追加することが予想される項目を示している。
(イ)

アセスメント及び支援計画（巻末資料：表２参照）

得られた情報をもとに見立てを進めていくが、保育支援や教育支援を組み立てるには、対象者が必要とすることを
整理するという視点が不可欠である。対象者の必要は、以下のように分類できる。支援計画は必要に基づき、ねらい
をたて、内容と方法を検討することになる。
① 発育・発達の支援として必要なこと（⑤の学習の支援とは区別して必要なもの）
② 日々のからだの状態や治療上の必要に応じた支援として必要なこと
・	
  安静度や日々の病状変化に応じた教育上の配慮
・	
  疾病と治療にかかわる不安やストレスへの対処への配慮と支援
・	
  自らが行う健康管理・セルフケア行動の獲得の支援
・	
  大人による健康観察・健康管理（年齢に応じて）
③ 生活の自己管理の支援として必要なこと
④ 人間関係の支援、心理的問題への相談支援として必要なこと
⑤ 学習の指導、支援として必要なこと
⑥ キャリア形成の支援として必要なこと
⑦ 地元校とのつながりの形成と維持、学校復帰の支援として必要なこと
⑧ きょうだいの支援として必要なこと
⑨ 保護者の支援として必要なこと
表２は、必要を記入する中央の欄の左側に情報記入欄、右側に入院中に達成すべきねらいと教育支援計画の柱欄
を設けた。1 枚のシートで全体を一覧することで、思考を整理しやすくすることをねらっている。情報記入欄は、
得られた情報を簡潔にまとめる。教育支援計画の欄は「入院中に達成すべきねらい」を記入するようにしているが、
上述の項目で把握された必要のすべてが実現できるとは限らないため、優先順位を検討する。また、ここでは計画
の柱までを記入し、詳細は別紙に作成するような構成にしている。
なお、ここでいう必要は、当事者の要望、教師が連携すべき医療スタッフの要望と、教師としての見立てを総合
して検討する。対象理解はかかわりながら深められていくものであるため、当初には見えてこないもの、仮説とし
て掲げて確かめていくものも少なくない。病弱特別支援教育を担当する教師が子どもと家族に受け入れられていく
までの過程を経て、ある程度明確になり、院内学級で何をするのか子どもと家族との間で共通理解が形成されてい
く。研修にあたっては、教師が子どもと家族とかかわり、信頼関係を築き上げていくプロセスを考慮して、どの時
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点に焦点づけた事例検討を行えば良いかを、熟慮する必要がある。
(ウ)

支援計画（巻末資料：表３参照）

支援計画は、ねらい、支援内容・方法・配慮事項で構成される。これらはアセスメントに基づくため、その視点に
沿って分類すると分かりやすい。さらに、関係者との連携・協働に関する計画、支援計画の見直し時期などを決めて
おくことが望まれる。表３は、これらを踏まえた構成にしているが、臨床の場で使うには、大きな記入欄が必要とな
る。場に応じたものに改良すべきである。
① 教育と支援の全体的な目標
② 教科教育の内容・方法・配慮事項
③ 健康教育の内容・方法・配慮事項
④ 生徒指導・特別活動・相談支援における内容・方法・配慮事項
⑤ キャリア教育における内容・方法・配慮事項
⑥ 健康管理の内容・方法・配慮事項
⑦ きょうだいの支援
⑧ 親の支援
⑨ 地元校の基盤整備
⑩ 関係者との連携・協働に関する計画
⑪ 支援計画の策定参加者と見直し時期

2）保育支援計画
保育支援における個別支援計画の構成要素は次のように考えることができる。表 4、5、6 は、本稿の筆者が日本医療保
育学会『医療保育テキスト』にて提案したものを見直したものである。
(ア)

情報収集の項目（巻末資料：表４参照）

① 対象者の基本情報：氏名（呼称）、年齢、性別、家族構成、主たる養育者、付き添い者、住所、保育所・幼稚園・
療育施設（担当者）、担当保健師
② 医療チームに関する情報：主治医、担当看護師、その他の担当スタッフ
③ 病弱特別支援学校、院内学級に関する情報：担当者など
④ 疾病に関する情報：疾病と治療方針の概要と見通し、生活上注意すべき症状・副作用・生活規制・その他配慮
事項、障がいの有無と配慮事項、予測される不安とストレッサー、主治医・担当看護師との関係など
⑤ 疾病に対する理解とセルフケアの課題：本人が知らされている病名、受けている説明、本人への病気の説明に
対する親の態度・要望、本人の疾病に対する理解、本人が獲得すべきセルフケア行動、家族の疾病の理解と向
き合い方、保育所・幼稚園・学校の疾病の理解
⑥ 発育と発達に関する情報：発育状況、発達段階、発達上の課題、行動面・対人関係面の課題、保育所や幼稚園・
学校等での生活面の問題など
⑦ 生活と遊び：家庭での生活リズム、睡眠・食事の配慮事項、本人が安心できるもの、興味・関心、気になる癖、
今回の入院における生活と遊びの制限、親の生活面の要望など
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⑧ 保育所・幼稚園・学校の状況とつながり：保育所・幼稚園・学校の状況、友達関係、保育所等の配慮
⑨ 地域の状況：地域のつながり、関連する支援機関・担当者など
⑩ 社会的自立に関する特記事項：キャリアイメージの状況、進路選択の状況など
⑪ きょうだいに関する情報：病気に関する理解と不安、疾病ときょうだいへの向き合い方、生活状況、見守りが
できる関係者の有無など
⑫ 親に関する情報：父親と母親の疾病の理解と子どもへの向き合い方、子育ての方針、経済的問題、親を支えて
くれる関係者の有無、他の家族構成員の状況など
これらの情報の更新に関しては、教育支援における情報収集と同様である。
医療保育に関しては、医療に関する疾病と治療に関する情報（上記④や⑤）は、看護計画を閲覧することで把握可
能であることから、保育支援計画の記録フォーマットには書き込まないで、子どもの心理社会面、生活面の情報の記
録を厚くしてほしいという看護側からの要望がある。巻末資料の表 9 はこの要望を取り入れた例である。
(イ)

アセスメント（巻末資料：表 5 参照）

考え方は教育支援におけるものと同じである。乳幼児期の子どもを対象とすることが多い一方で、学童期以後の子
どもまで広く対象とする場合もあることを考慮し、必要としてあげるべきものは、次の通りである。
① 安全と安心の提供に必要なこと
② 日々のからだの状態や治療上の必要に応じた支援として必要なこと
③ 生活援助として必要なこと
④ 生活経験を豊かにし、発達を促す支援として必要なこと
⑤ スムーズな退院を目指して必要なこと
⑥ 将来の社会的自立を考慮に入れたときに必要なこと
⑦ きょうだいの支援として必要なこと
⑧ 保護者の支援として必要なこと
(ウ)

支援計画（巻末資料：表 6 参照）

保育における個別支援計画の構成要素を次のように整理する。
① 保育支援の全体的なねらい
② 個別の環境の整備
③ 生活援助
④ 遊びの提供
⑤ 学習の支援
⑥ 心理的サポート
⑦ きょうだいの支援
⑧ 親の支援
⑨ 他職種との連携・協働
⑩ 他機関との連携・協働
⑪ 支援計画の策定参加者と見直し時期
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（２）	
 研修で使用する記録フォーマットの例
前項で示した記録フォーマットの各要素は、多様な条件を含むことができるように適用範囲を広げて構成している。個
別の支援計画の立案のために、まずは作業の見落としをなくし、どのような思考の枠組みが必要かを検討していくための
基礎資料となる。しかし、実用化の観点からは、表が１ページに収まらず全体を一覧しにくいこと、多数ある情報収集項
目のそれぞれについての利用頻度の検証（対象の疾病や年齢などを考慮した検証）ができていないことなど、課題も多い。
研修にあたって、より実用的で、研修効果を高められるような個別支援計画立案用の記録フォーマットを提案することで、
臨床でも活用できる形式の探求につなげたい。
本研修で私たちは、前項に示した記録フォーマットをそのまま提示することからはじめたが、次のような形で、経験の
蓄積を図ってきた。一つには、スタッフや研修参加者から記録フォーマットの提案を受けた。下記の（ア）の個別教育支
援計画記録フォーマット、
（イ）の個別保育支援計画記録フォーマット（長期入院児向け）が該当する。二つには、病棟で
働く保育士を対象とする研修コンサルテーションを通して作成した（ウ）個別保育支援計画記録フォーマット（短期入院
児向け）を本研修に用い、研修を通して改善を行った。
なお、読者が研修を実施する際に、これらを用いることは差し支えないが、さらに改良を加え、関係者と共有できるよ
うにしていただければ幸いである。
(ア)

個別教育支援計画記録フォーマット（巻末資料：表 7-1 及び表 7-2 参照）
病弱特別支援教育に長年取り組まれてきた斉藤淑子氏の提供による教育支援計画用の記録フォーマットであ
る。大きく 2 つのセクションに分かれているが、第１ページは、かかわりをはじめて２週間までの、情報収集
から見立てを導くための書式といえる（表 7-1）。
中央より下の欄は、２段３列に構成されている。１段目はかかわりを始めて１週目、２段目が２週目で、か
かわりながらの対象理解の深化が記録できる。また、左の列は病棟側、右が学校側の情報で、両者の情報を一
覧できるようにし、中央に教師としての気づきを記載する。また、病棟側の情報から教師のかかわりが行われ
た場合には、左に記載した情報と、右に記載したかかわりを→でつなぐなど、実践の流れを記載することもで
きる。①かかわりながらの対象理解という視点、対象理解のトータリティを確保する視点が明確であること、
②情報、みたてとかかわりの流れを把握できる点が、とくに注目される。
第２ページは、２週間までのかかわりから得られた見立てをもとにした教育支援計画として、目標と活動内
容、留意点等を記載する書式である（表 7-2）。これは、各教科、特別活動などに別けて作成する。

(イ)

個別保育支援計画記録フォーマット（長期入院児向け）

（巻末資料：表 8-1 及び表 8-2）

病棟保育士の秋田正美氏の提供による長期入院児向けの保育支援計画と経過記録用のフォーマットである。
大きく 2 つのセクションに分かれているが、第１ページは基本情報と計画を記載する欄、第２ページは１週ご
との評価と課題を記載する欄である。第１ページは、子どもと家族に関する情報は、日々のかかわりで配慮す
べき最低限のものに限っており、1 週分の目標と保育内容を詳しく記載できるように構成されている（表 8-1）。
第２ページ（表 8-2）を用いて１週ごとに評価を行い、新しい 1 週分の計画の立案につながるという枠組みを作
っていることに注目できよう。慢性疾患患児で、長期にわたる入院となると支援がマンネリ化する場合がある
一方、病状等の変化を踏まえた目標と内容の調整を頻繁に行う必要がある場合もある。さまざまな状況に応じ
て支援を微調整する上で、１週間ごとの見直しの枠組みが使い勝手が良いということかもしれない。
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(ウ)

個別保育支援計画記録フォーマット（短期入院児向け）

（巻末資料：表 9）

病棟保育士の柴田優子氏の提供による 3 から５日程度の短期入院児向けの保育支援計画立案用フォーマット
である。原案は、札幌および東京のセミナーで使用され、そこで得られた意見をもとに編集し直した。
チェックリスト型になっており、個別的な情報は記述を加える。これにより記録の手間を減らすこと、後ほど
の業務統計をとりやすくすることをねらっている。なお、リストは感染症で入院する幼児向けに取捨選択、整
理されている。乳児や学童向け、その他の疾患向け等、状況別のフォーマットを作成するためのひな形として
使えるかもしれない。
なお、記載情報に関しては、看護計画に記載される疾病と治療に関する情報が重複することを避けている。
そのため看護計画を保育士が閲覧できることが前提である。
(エ)

情報収集〜アセスメントの全体を見直すための研修用記録フォーマット

（巻末資料：表 10）

これは、収集した情報を時系列に、情報源を明確にして記載するための記録フォーマットである。日常的に
使用するものではなく、研修において、一つ一つの情報の質や不足情報を整理することをねらっている。
ここでは、次の観点から情報を整理する。
① 生物心理社会モデルに基づいて、トータルなアセスメントを行うための情報整理を行う
② 事象の流れを把握する
③ 事実（主観的情報、客観的情報）、事実のうち不明確なもの、支援者の評価と行動を区別する
④ 情報の発信者を明確にする
⑤ 改善すべき問題、対象のニーズ、支援にあたって依拠できる事柄を整理する。依拠できる事柄には、対象
者自身が依拠できるもの、支援者として依拠できるものを区別できる
⑥ これらをもとに計画を整理する
研修会で用いる模擬事例について、あらかじめ本表（表 10）に基づいて情報を整理し、計画例を策定してお
きたい。その上で、研修参加者（グループ）が作成した支援計画をチェックすることで、その参加者（グルー
プ）が、どの情報に、どのように注目したか、逆に注目しなかったかが明らかにできる。表 10 では、その結果
をコメントとして右に記述している。
（３）	
 計画立案のガイド
個別支援計画のねらいと支援内容を吟味・整理するにあたって、その観点を明確にすることが必要である。巻末資料の
図１、図２は、教育支援、保育支援のねらいと支援内容の吟味・整理のための観点を整理することを目的として作成した
ガイドの一例である。ここでは、次のような観点を盛り込んでいる。
① 支援対象者個人の内に形成していくものと外的環境を整備するものという 2 つの観点で整理する
② 支援対象者個人の内に形成するものを、知識・スキル、情動、関係、時間感覚、安全と健康という観点で整
理する
③ ②については、支援の方法（伝える、育み支える、見守るなど）という観点で概括する

このガイドは試案であり、今後も検証を要するが、このように観点別の整理を行うことで実践の評価も行いやすくなる
という利点があるほか、研修会において立案した計画案の見直しに役立てることができよう。
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７．	
 模擬事例と課題の作成
ここでは模擬事例と課題の作成の考え方を整理する。
（１）	
 模擬事例
(ア)

状況の選択
模擬事例は研修会参加者が共有して検討を行うものであるため、職種を超えて心理社会的支援の諸課題につ
いて検討すべき状況をとりあげる。たとえば、小児がんのように治療に伴う心身の苦痛が大きい状況、症状の
変化に心理的な要因が無視できない状況、変化が見られにくい状況などをあげることができる。状況は、子ど
もの年齢、疾病と治療、診断前後の経緯、入院後の心身の状況と行動、親の心身の状況と行動、他の家族の状
況、医師・看護師・保育士・教師のかかわりの経過などで構成される。
年齢に関しては、教師の研修参加を促すには学齢児を取り上げることが望ましい。就学を目前に控えた事例
を取り上げることもできる。保育士にとっては、学齢児だけでなく、乳幼児期の事例を取り上げることが必須
である。また、疾病に関しては、できるだけ参加者の多くが出会うもので模擬事例を構成することが望ましい
が、現場は多様であるため限界がある。取り上げた疾病をもつ子どもの支援経験がない参加者のために、疾病
の概要、最新の標準的な治療と生活上の制限や配慮事項、聞きなれない専門用語の解説などをまとめた資料を
配布する。これらは、経験のある参加者にとっても、知識と技術の見直しにつながる。

(イ)

情報とりまとめ時点の設定
情報をとりまとめる時点を明確にする。このとりまとめの時点の設定は、課題の設定に影響する。課題設定
の面からは、ケースカンファレンスによる情報交換や計画の調整が提案された時点などをあげることができる。
以下、情報を取りまとめる時点を例示する。
① 入院後、かかわりの許可が出た、あるいは看護師からの依頼があった時点からしばらくの時期
この時点は、入院前後の経過に配慮しつつ、どのように出会い、どのような情報を集めながら支援関係を構
築するかに焦点が当たる。感染症など短期入院児の支援では、計画立案における出会いの場面の位置付けが
とくに大きく、数日間の支援全体が方向付けられる。学校教育の場合は、医師や看護師からの依頼を受け、
親との出会い、子どもとの出会い、学級見学の実施など、正式な支援が始まるまでにさまざまなかかわりが
進められる。長期の入院予定の事例では、このような支援関係形成期の、ある時点を切り取ることになる。
② しばらくのかかわりの結果、各職種が、それぞれに見立てを取りまとめられるようになった時点
長期入院を想定したものであるが、この時点は、信頼関係に基づく支援関係が形成され、あるいはまだ十分
に受け入れられていない場合もあり得る。情報収集が進み、見立てに基づく支援の全体像を検討できるよう
になるが、他の職種からの情報をすりあわせて対象理解を深め、計画の調整を図る必要が生じてくる。
③ 支援計画に基づく支援を進め、見直しが必要になる時点
②と同様に長期入院を想定し、計画の見直しを予定していた時期、エンドオブライフ期など治療方針を大き
く変える時期、子どもの心理面や生活面の変化が生じた時期、退院に向けて支援を始める時期などを考える
ことができる。

(ウ)

作成する情報
作成する情報は、研修会参加者のすべてが知っておくべきもの、各職種が知っておくべきものなどに分かれる。
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＜研修会参加者のすべてが知っておくべき情報＞
私たちの研修において教師も参加対象とする場合は、病院と学校間で積極的な情報共有を進めていることを
想定して、この情報を取りまとめることが多い。ある程度理想的な職場での支援計画の立案を経験することで、
各々の現場の課題を考えるようにしていただきたいからである。この考え方は保育士に対しても同じである。
このような考えに基づき、参加者に提供すべき情報項目例を示す。
① 子どもと家族の基本情報、子どもの性格や行動特徴、学校との関係など
② 診断から入院後までの経過
③ 疾病、治療方針と生活面の配慮事項
④ 主治医から本人への病気と治療の説明と本人の受け止め
⑤ 本人の心理面、行動面の反応
⑥ 主治医から親への病気と治療の説明と親の受け止め
⑦ 親の心理面、行動面の反応
＜各職種として、研修会参加者が知っておくべき情報＞
各職種が、それぞれのかかわりの中で把握していると想定した情報である。
＜当初は分からない情報＞
いずれの情報についても、まだ分かっていない事項があるのが通常である。支援対象者自身が分からないこ
とも少なくない。こうした点を確かめていくことを研修課題とすることもできる。参加者が模擬事例を検討し
て計画を立案する際に、見立ての仮説的部分を明示する、分からないことを確かめる行動計画を付記するなど
の課題を設定する。なお、ロールプレイなどでは、子どもや親の役割を演ずる参加者に決めてもらうと良い。
（２）	
 課題の設定
課題設定は研修の要である。参加を呼びかける職場と職種、テーマとフォーカス、模擬事例、さらに用意する記録フォ
ーマットなどを考慮に入れて、課題を明確化する。基本的には、それぞれの職種の立場での個別の支援計画の立案が課題
となるが、その前提としての信頼関係の形成、不足する情報のリストアップと収集方法の検討、見立てのあいまいな部分
の特定とその解消のための方略の設定、子どもと家族への計画の説明法など、細かく指定することもできる。

８．	
 まとめにかえて
ここまで、個別支援計画の立案に関する多職種合同研修（ワークショップ）の組み立てについて、私たちの経験に基づ
いて整理してきた。これらは試行錯誤の途中経過であり、さらに経験を積み上げていく必要がある。読者の皆様には、こ
の記述を参考にしながらも、研修対象者の現場の状況とニーズを踏まえ、さまざまに工夫をこらしていただければと思う。
その際、研修企画者として、病弱特別支援教育や医療保育の理念、つまり、それらが何を目指すのか、誰とともに、ど
のように作り上げていくのかについて吟味し、その結果を研修参加者に問いかけ、一緒に考えていく姿勢を大切にしてい
ただきたい。個別の支援計画の立案と実行、とくに対象理解につながるアセスメントに対して、どのような理念をもって
日々の業務に取り組もうとしているかが影響すると考えられるからである。
さらに、多職種合同を成立させるために、どのような言葉を用いて、対象となる子どもと家族について表現し、また、
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自分たちの実践的なかかわりを表現するか、慎重に検討していただきたい。研修会の中でも、参加者が用いる言葉や、表
現が、本来の意図を正確に伝えているかを、見直していく作業をお勧めする。
ここで、いくつか、私たちの研修会や基礎研究を通して明らかになった例をあげておこう（豊永、谷川 2014）。
＜焦点を確認する必要がある用語例＞
・	
  「見通しをもつ」という用語
子どもの現状を表すときには「今後の治療や退院までの見通し（がもてない）」という意味で教師や保育士とも
に捉えているようだが、支援目標を表すときには、保育士は「一日の生活の流れ」、教師は「学習のめあて」を
意識していた。このように使用目的や使用者により、用語の含意が異なることがありうることに注意したい。
＜抽象的であり、説明を要する用語例＞
・	
  「病気と向き合う」、「病気を受け止める」という用語をねらいや対象の状態として用いる。
対象のどのような状態あるいは行動を示しているのか、具体的に説明する必要がある。分かった気になること
がないように注意したい。
＜事実と評価がすり替わらないよう注意すべき用法例＞
・	
  子どもが人見知りをしていることを「性格特性」と表現する。
「その発達段階の基本特徴」、「スキルの未熟さ」、「入院に伴う一過性の反応」など、異なる観点で慎重に検討
した結果であるか、確認する必要がある。
＜学問的背景が異なるために定義が異なる用語例＞
・	
  「環境整備」という概念
看護と保育で異なる（一部重ならない）定義が与えられている。

同じ職種の研修では気づきにくい事柄も、多職種合同研修の中で、違和感として受け止められることなどを通して、気
づきを得ることがある。このような経験を提供できるところに多職種合同研修の優位性がある。とくに個別支援計画を語
ることは、模擬事例であるとはいえ、小児医療の主体者である子どもと家族の姿を通して自らの専門性を他の職種に伝え
ることでもあることを自覚して取り組みたい。
このような研修会を通して、病弱特別支援教育と医療保育が、理解者や協働者を獲得しながら、さらに向上していくこ
とを期待するものである。

引用・参考文献
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の構築. 第 18 回医療保育学会（抄録集）, 2014, 37.
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表１．個別の教育支援計画を立案するための情報収集・アセスメント項目
（１）基本情報
①名前と呼称(必要時) ②性別・年齢 ③家族構成 ④主たる養育者・今回の入院時の付き添い者
⑤地元校の担当者（担任教師、養護教諭、特別支援教育コーディネーター） ⑥療育機関・福祉機関の担当者 ⑦担当の保健師
(2)医療チーム
①主治医（複数の場合は、すべてあげる）②担当看護師③リハビリテーション担当者（PT OT ST ORT ）
・臨床心理士・
（
）
(3)院内学級の担当者
入院初期（A）
退院時（B）
エンドオブライフケア（C）
(4)疾患と治療に関して
(4)疾患と治療に関して
(4)疾患と治療に関して
①疾患・病期・予測される予後
①退院後に継続する治療・保護者が行うケ
①緩和ケアの方針
②治療方針・計画・期間
ア・本人が行うセルフケア
②病状の変化およびその心理面への影響と対
③治療の副作用・求められる生活規制・配慮事項
②退院後に残る病気と治療の影響（障害・副
応の方針
・易感染性 嘔気・嘔吐 倦怠感 食欲亢進 食
作用・晩期障害など）
、今後継続する治療
③保護者の要望
欲不振 不眠 ・・・
の副作用・求められる生活規制や生活上の
・牽引 人工呼吸器 ・・・
配慮
・個室隔離 ・・・
③病気と治療の影響に伴い予測される本人
④障害(疾患とは別の障害・疾患と治療に伴い将来
の心理面、社会生活面の問題
残る可能性のある障害)の有無
④主治医・看護師との関係に関する特記事項
・障害に対する配慮事項（多動傾向・
CP の姿
勢保持・嚥下困難への対応・体位変換・褥瘡予
防など）
・コミュニケーションの特記事項は(6)③に記す
⑤予測される不安やストレッサー
⑥主治医・看護師との関係に関する特記事項（話し
やすさなど）
(5)疾患に対する理解とセルフケアの課題
(5)疾患に対する理解とセルフケアの課題
(5)疾患に対する理解
①知らされている疾患名あるいは疾患の説明
①知らされている疾患名あるいは疾患の説
①本人の病状への理解
②本人への病気の説明に対する保護者の態度・要望
明
②兄弟姉妹の病状への理解
(使ってほしい言葉、使ってほしくない言葉など
②本人への病気の説明に対する保護者の態
③保育所・幼稚園・学校の指導者とクラスメイ
を含む)
度・要望(使ってほしい言葉、使ってほしく
トの病状理解
③本人の疾患に対する理解および向き合い方、疑問
ない言葉などを含む)
④これらに関する保護者の要望
や不安の有無
③本人の疾患に対する理解および向き合い
④本人が獲得すべきセルフケア行動
方、疑問や不安の有無
・疾患の治療に関するもの
④本人が獲得すべきセルフケア行動
・健康の維持増進に関するもの
⑤保護者および兄弟姉妹の疾患の理解と向
・性の自己管理に関するもの
き合い方
⑤保護者および兄弟姉妹の疾患の理解と向き合い
⑥保育所・幼稚園・学校の指導者とクラスメ
方
イトの疾患理解
(6)発育と発達に関して
(6)発達に関して
(6)発達に関して
①発育状況（身長・体重・頭囲など）
①発育状況
②発達段階
②入院中の発達課題の達成状況と残された
③発達上の課題
課題
・身辺自立・身体機能・認知機能・言語機能・社
会性
・入院までの達成と入院(病気)に伴って予想され
る発達の遅れやゆがみなど
・学力
④行動・対人関係面の特記事項
・多動傾向の場合の日常生活の中での対応方法
・障害がある場合のコミュニケーションの方法
（重症心身障害児の用いるサイン・自閉症の子
どものための絵カードなど）
(7)心理的問題の有無と配慮事項
(7)心理的問題の有無と配慮事項
(7)心理的問題の有無と配慮事項
①不安や抑うつ
②不登校・いじめなど学校での問題
(8)生活と遊び
(8)生活と遊び
(8)生活と遊び
①家庭での生活リズム(睡眠・食事・登園・登校時
①入院中の変化
①維持すべき生活
間など)
・生活面、遊び、興味関心の変化
②あらたに行うべき生活面、遊びへの配慮
②睡眠に関する特記事項（これがないと寝られない
②退院後に予測される日常生活上の問題
・入院場面で
など）
・退院後、集団参加を制限される場合
・自宅療養場面で
③食事に関する特記事項（アレルギー・使える食器
類など）
④本人が安心できるもの(移行対象)
⑤本人の好きな玩具・遊び・興味・関心・得意なこ
と
⑥気になるくせ
⑦今回の入院における生活と遊びの制限
⑧保護者（本人）の生活面への要望
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(9)教科学習
（地元校から）
①学習の進度
②本人の得意なこと
③本人の学習上の課題
④進路指導に関する状況と予定
（院内学級から）
①学習の進度
②クラスの雰囲気
（本人・保護者から）
①学習に対する要望
（課題）
①院内学級の学習指導方針
②地元校からの配慮

(10)地元校の状況とつながり
①学校の状況
②地域・保育所・幼稚園・学校の友達関係
③入院中の地域や保育所・幼稚園・学校とのつなが
りへの配慮(保護者の要望・本人の要望)
(11)地域の状況
①地域の人間関係に関して配慮を要する事項
②保健師・療育機関など
兄弟姉妹
(1)疾患に対する理解
①知らされている疾患名あるいは疾患の説明
②兄弟姉妹への病気の説明に対する保護者の態
度・要望(使ってほしい言葉、使ってほしくない
言葉などを含む)
③兄弟姉妹の疾患と病児への向き合い方
④兄弟姉妹の疾患への不安
・病児への不安
・自分も同じ病気にならないかという不安
(2)兄弟姉妹の発達・行動面の状況
①発達面・行動面の問題の有無
(3)兄弟姉妹の生活上の問題
①保護者の付き添いや面会に伴う問題
・面倒を見てくれる人がいるか
・外来で1 人で待つことはないか
②兄弟姉妹にとって重要な生活上の予定
・保育園や学校の行事
・進学や就職など
・結婚など
(4)兄弟姉妹の見守り
①家族内
②保育所・幼稚園・学校
③保護者の友人

(9)教科学習
（院内学級から）
①学習の進度
②本人の得意なこと
③本人の学習上の課題
④身体的ハンディキャップなどから予測さ
れる学習上の課題
（地元校から）
①学習の進度
②教室の場所、クラスの雰囲気など、学習に
影響を与える可能性のある状況
③進路に関する予定
（本人・保護者から）
①学習に対する要望
（課題）
①復帰までの学習
②復帰後の学習
(10)地元校に復帰する上での課題
①保育所・幼稚園・学校の状況
②地域・保育所・幼稚園・学校の友達関係
③予測される復帰時の問題

(11)地域の状況
①地域の人間関係に関して配慮を要する事
項
②保健師・療育機関などの連携の必要性
兄弟姉妹
(1)疾患に対する理解
①知らされている疾患名あるいは疾患の説
明
②兄弟姉妹への病気の説明に対する保護者
の態度・要望(使ってほしい言葉、使ってほ
しくない言葉などを含む)
③兄弟姉妹の疾患と病児児への向き合い方
④兄弟姉妹の疾患への不安
・病児への不安
・自分も同じ病気にならないかという不安
(2)兄弟姉妹の発達・行動面の状況
(3)兄弟姉妹の生活上の問題
①兄弟姉妹にとって重要な生活上の予定
・保育園や学校の行事
・進学や就職など
・結婚など
②退院による兄弟姉妹の生活の変化

(4)兄弟姉妹の見守り
①家族内
②保育所・幼稚園・学校
③保護者の友人
保護者

(9)教科学習
①院内学級における学習の継続、内容の取捨選
択など
・体調に応じた対応
・本人の希望の重視
②あらたに行うべき配慮
・入院中の地元校からの配慮
・自宅療養時の地元校からの配慮

(10)地元校の状況とつながり
①保育所・幼稚園・学校の状況
②地域・保育所・幼稚園・学校の友達関係
③入院中の地域や保育所・幼稚園・学校とのつ
ながりへの配慮(保護者の要望・本人の要望)
(11)地域の状況
①地域の人間関係に関して配慮を要する事項
②保健師・療育機関など
兄弟姉妹
(1)疾患に対する理解
①病状をどのように知らされているか
②病状への不安とそれを受け止める人の存在
③兄弟姉妹に対する保護者の願い
・看取りへの参加

(2)兄弟姉妹の発達・行動面の状況
(3)兄弟姉妹の生活上の問題
①兄弟姉妹にとって重要な生活上の予定
②病状悪化に対する兄弟姉妹の生活の変化

(4)兄弟姉妹の見守り
①家族内
②保育所・幼稚園・学校
③保護者の友人

保護者
保護者
①母親と父親の疾患理解・向き合い方
②母親と父親の子育ての方針・考え方
③経済面の問題
④介護など、他に抱えている重い課題 の有無
⑤母親を支えてくれる人の存在
⑥父親を支えてくれる人の存在
入院初期からかかわることを前提として作成する
年齢や発達段階に応じて、項目は取捨選択あるいは追加する
医療と教育に関する個人情報の交換に関しては、各医療機関・院内学級間の取り決めに従い、必要に応じて検討する
病状や治療方針など状況が変われば、それを記録していく

表２．個別の教育支援計画を立案するアセスメント（みたて）の基本枠組み
情報（本人からの聞き取り、本人の観察、保護者からの聞き取り、医療ス
タッフからの聞き取り、地元校と情報、などを区別する）
本人
①発育・発達に関する情報

アセスメントの結果、本人又は兄弟姉妹、保護者に必要と思われること

②疾患と治療、からだに関する情報、本人・家族の疾患理解に関する情報

②日々のからだの状態や治療上の必要に応じた支援として必要なこと
安静度、日々の病状変化に応じた教育活動上の配慮

入院中に達成すべきねらいと教育支援計画の柱

①発育・発達の支援として必要なこと（学習支援は⑤に）

病気・治療にかかわる不安やストレスへの対処への配慮・支援

健康管理・セルフケア行動の獲得の支援

大人による健康観察、健康管理

③生活に関する情報（入院生活への適応、生活リズム、日課）

③生活の自己管理の支援として必要なこと

④人間関係、心理的問題に関する情報

人間関係の支援、心理的問題への相談支援として必要なこと

つづく	
 

⑤学習に関する情報

⑤学習の指導、支援として必要なこと

⑥キャリア形成に関する情報

⑥キャリア形成の支援として必要なこと

⑦地元校、地域に関する情報

⑦地元校とのつながり作り、学校復帰支援として必要なこと

兄弟姉妹
兄弟姉妹に関する情報

兄弟姉妹の支援として必要なこと

保護者
保護者に関する情報

保護者の支援として必要なこと

表３．個別の教育支援計画とフロー
個々の目標を明記し、
それに対する教育支援計画・留意事項を決定していく 見直しは病状や治療方針などの変化時にも実施
番 氏名（
）
支援の内容

入院初期の計画

評価・見直し

入院中期の計画

評価・見直し

（

退院時の計画

）
年
（

）
組
（

総括
フォローアップ

全体的な目標

教科教育

留意事項
健康教育

留意事項
生活指導

特別活動

相談支援

留意事項
キャリア教育

留意事項
健康管理

留意事項
兄弟姉妹の支援

保護者の支援

地元校の基盤整備

当事者・医療機関・
学校の連携体制
評価・見直し予定日/実施日
プラニング・見直し参加者

母 父 祖父母 本人

母 父 祖父母 本人

母 父 祖父母 本人

母 父 祖父母 本人

母 父 祖父母 本人

）

母 父 祖父母 本人

表４ 個別の保育支援計画を立案するための情報収集・アセスメント項目
入院初期からかかわることを前提として作成
病状や治療方針など状況が変われば、それを記録していく
（１）基本情報
①名前と呼称(乳幼児) ②性別・年齢 ③家族構成 ④主たる養育者・今回の入院時の付き添い者
⑤保育所・幼稚園・学校の担当者 ⑥療育機関・福祉機関の担当者 ⑦担当の保健師
(2)医療チーム
①主治医（複数の場合は、すべてあげる）②担当看護師③リハビリテーション担当者（PT OT ST ORT ）・臨床心理士・（
(3)その他
①特別支援学校・院内学級

）

入院初期（A）
(4)疾患と治療に関して
①疾患・病期・予測される予後
②治療方針・計画・期間
③治療の副作用・求められる生活規制・
配慮事項
・易感染性 嘔気・嘔吐 倦怠感 食欲亢進
食欲不振 不眠 ・・・
・牽引 人工呼吸器 ・・・
・個室隔離 ・・・
④障害(疾患とは別の障害・疾患と治療に伴い
将来残る可能性のある障害)の有無
・障害に対する配慮事項（多動傾向・
CP の姿勢保持・嚥下困難への対応・
体位変換・褥瘡予防など）
・コミュニケーションの特記事項は
(6)③に記す
⑤予測される不安やストレッサー
⑥主治医・看護師との関係に関する特記事項
（話しやすさなど）

退院時（B）
(4)疾患と治療に関して
①退院後に継続する治療・保護者が行う
ケア・本人が行うセルフケア
②退院後に残る病気と治療の影響（障害・
副作用・晩期障害など）、今後継続する
治療の副作用・求められる生活規制や生活
上の配慮
③病気と治療の影響に伴い予測される
本人の心理面、社会生活面の問題
④主治医・看護師との関係に関する特記事項

エンドオブライフケア(C）
(4)疾患と治療に関して
①緩和ケアの方針
②病状の変化およびその心理面への影響と
対応の方針
③保護者の要望

(5)疾患に対する理解とセルフケア
①知らされている疾患名あるいは疾患の
説明
②本人への病気の説明に対する保護者
の態度・要望(使ってほしい言葉、使って
ほしくない言葉などを含む)
③本人の疾患に対する理解および疑問
や不安の有無、向き合い方
④本人が獲得すべきセルフケア能力
⑤保護者および兄弟姉妹の疾患の理解
と、向き合い方
⑥保育所・幼稚園・学校の指導者とクラ
スメイトの疾患理解

(5)疾患に対する理解とセルフケア
①知らされている疾患名あるいは疾患の
説明
②本人への病気の説明に対する保護者の
態度・要望(使ってほしい言葉、使っ
てほしくない言葉などを含む)
③本人の疾患に対する理解および疑問や
不安の有無、向き合い方
④本人が獲得すべきセルフケア能力
⑤保護者および兄弟姉妹の疾患の理解と
向き合い方
⑥保育所・幼稚園・学校の指導者とクラス
メイトの疾患理解

(5)疾患に対する理解
①本人の病状への理解、向き合い方
②兄弟姉妹の病状への理解、向き合い方
③保育所・幼稚園・学校の指導者とクラス
メイトの状況理解、反応
④これらに関する保護者の要望

(6)発育と発達に関して
①発育状況（身長・体重・頭囲）
②発達段階
③発達上の課題
・身辺自立・身体機能・認知機能・
言語機能・社会性
・入院までの達成と入院(病気)に伴って
予想される発達の遅れやゆがみなど
・学力
④行動・対人関係面の特記事項
・多動傾向の場合の日常生活の中での対応
方法
・障害がある場合のコミュニケーションの
方法（重症心身障害児の用いるサイン・
自閉症の子どものための絵カードなど）
⑤保育所や学校での生活上の問題の有
無（登園拒否・不登校・いじめなど）

(6)発達に関して
①発育状況
②入院中の発達課題の達成状況と残された
課題

(6)発達に関して
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(7)生活と遊び・学習
①家庭での生活リズム(睡眠・食事・登園・
登校時間など)
②睡眠に関する特記事項（これがないと
寝られないなど）
③食事に関する特記事項（アレルギー・使
える食器類など）
④本人が安心できるもの(移行対象)
⑤本人の好きな玩具・遊び・学習・興味・
関心・得意なこと
⑥気になるくせ
⑦今回の入院における生活と遊びの制限
⑧保護者（本人）の生活面への要望

(7)生活と遊び・学習
①入院中の変化
・生活面、遊び、興味関心の変化
②退院後に予測される日常生活上の問題
・退院後、集団参加を制限される場合

(7)生活と遊び・学習
①維持すべき生活
②あらたに行うべき生活面、遊びや学習
面への配慮
・入院場面で
・自宅療養場面で
③他に本人を支えているもの

(8)保育所・幼稚園・学校の状況とつながり
①保育所・幼稚園・学校の状況
②地域・保育所・幼稚園・学校の友達関係
③入院中の地域や保育所・幼稚園・学校
とのつながりへの配慮（保護者の要望・
本人の要望）

(8)保育所・幼稚園・学校に復帰する上での
課題
①保育所・幼稚園・学校の状況
②地域・保育所・幼稚園・学校の友達関係
③予測される復帰時の問題
④保護者と本人の要望

(8)保育所・幼稚園・学校の状況とつながり
①保育所・幼稚園・学校の状況
②地域・保育所・幼稚園・学校の友達関係
③入院中の地域や保育所・幼稚園・学校
とのつながりへの配慮（保護者の要望・
本人の要望）

(9)地域の状況
①地域の人間関係に関して配慮を要する事項
②保健師・療育機関など

(9)地域の状況
①地域の人間関係に関して配慮を要する事項
②保健師・療育機関などの連携の必要性

(9)地域の状況
①地域の人間関係に関して配慮を要する事項
②保健師・療育機関など

(10)社会的自立に関する特記事項

(10)社会的自立に関する特記事項

兄弟姉妹
(1)疾患に対する理解
①知らされている疾患名あるいは疾患の
説明
②兄弟姉妹への病気の説明に対する保護者
の態度・要望(使ってほしい言葉、使って
ほしくない言葉などを含む)
③兄弟姉妹の疾患への向き合い方
④兄弟姉妹の疾患への不安
・病児への不安
・自分も同じ病気にならないかという不安

兄弟姉妹
(1)疾患に対する理解
①知らされている疾患名あるいは疾患の
説明
②兄弟姉妹への病気の説明に対する保護者
の態度・要望(使ってほしい言葉、使って
ほしくない言葉などを含む)
③兄弟姉妹の疾患への向き合い方
④兄弟姉妹の疾患への不安
・病児への不安
・自分も同じ病気にならないかという不安

兄弟姉妹
(1)疾患に対する理解
①病状をどのように知らされているか、
向き合い方はどうか
②病状への不安とそれを受け止める人の存在
③兄弟姉妹に対する保護者の願い
・看取りへの参加

(2)兄弟姉妹の発達・行動面の状況
①発達面・行動面の問題の有無

(2)兄弟姉妹の発達・行動面の状況

(2)兄弟姉妹の発達・行動面の状況

(3)兄弟姉妹の生活上の問題
①保護者の付き添いや面会に伴う問題
・面倒を見てくれる人がいるか
・外来で 1 人で待つことはないか
②兄弟姉妹にとって重要な生活上の予定
・保育園や学校の行事
・進学や就職など
・結婚など

(3)兄弟姉妹の生活上の問題
①兄弟姉妹にとって重要な生活上の予定
・保育園や学校の行事
・進学や就職など
・結婚など
②退院による兄弟姉妹の生活の変化

(3)兄弟姉妹の生活上の問題
①兄弟姉妹にとって重要な生活上の予定
②病状悪化に対する兄弟姉妹の生活の変化

(4)兄弟姉妹の見守り
①家族内
②保育所・幼稚園・学校
③保護者の友人

(4)兄弟姉妹の見守り
①家族内
②保育所・幼稚園・学校
③保護者の友人

(4)兄弟姉妹の見守り
①家族内
②保育所・幼稚園・学校
③保護者の友人

保護者について
①母親と父親の疾患理解・向き合い方
②母親と父親の子育ての方針・考え方
③経済面の問題
④介護など、他に抱えている重い課題の有無
⑤母親を支えてくれる人の存在
⑥父親を支えてくれる人の存在

保護者について
①母親と父親の疾患理解・向き合い方
②母親と父親の子育ての方針・考え方
③経済面の問題
④介護など、他に抱えている重い課題の有無
⑤母親を支えてくれる人の存在
⑥父親を支えてくれる人の存在

保護者について
①母親と父親の病状理解・向き合い方
②母親と父親の子どもへの希望
③経済面の問題
④介護など、他に抱えている重い課題の有無
⑤母親を支えてくれる人の存在
⑥父親を支えてくれる人の存在
谷川(2009)より

	
  

表 ５． 個別の 保育支援計画を 立案す る ア セ ス メ ン ト の 基本枠組み （ 個々 に 必要な こ と を 明ら か に す る こ と ）
	
  

情報

聞き取り（情報源）観察の別を合わせて記入

アセスメント

入院中に達成すべきねらいと保育支援計画の柱

病気の子ども本人
入院に際しての初期の反応

①安全と安心の提供に必要なこと

入院中に達成すべきねらい及び保育支援計画の柱

疾患と治療に関する情報
②日々のからだの状態や治療上の必要に応じた支援として必要な
こと

発育・発達に関する情報
③生活援助の必要性（睡眠・食事・身辺自立・計画的な日課）

生活と遊び・学習に関する情報
④生活経験を豊かにし、発達を促す支援として必要なこと

⑤スムーズな退院をめざして必要なこと
保育所・幼稚園、学校、地域に関する情報

社会的自立に関する情報

⑥将来の社会的自立を考慮に入れたときに必要なこと

兄弟姉妹
兄弟姉妹に関する情報

兄弟姉妹に 必要な 支援

入院中に達成すべきねらい及び保育支援計画の柱

保護者に必要な支援

入院中に達成すべきねらい及び保育支援計画の柱

保護者
保護者に関する情報

⾕谷 川 ( 2 0 0 9 ) を 改 変   

	
  

	
  

表 ６ 個別の保育支援計画の枠組み
個々の目標を明記し、それに対する保育支援計画・留意事項を決定していく
	
   子 ど も の 名 前 （
保育支援の内容

入院初期の計画

評価・見直し

見直しは病状や治療方針などの変化時にも実施

入院中期の計画

評価・見直し

カルテ番号（
）

）
総括
フォローアップ

退院時の計画

全体的な目標
個別の環境の整備
＊安全な環境
＊親しみのある環境・人間関係

生活援助
＊生活リズムの形成
＊睡眠
＊食事
＊身辺自立

遊びの提供
＊個室
＊プレイルーム
＊その他の場所

学習の支援
心理的サポート
＊ストレスマネジメント
＊相談(学童期以後)

兄弟姉妹の支援
保護者の支援
他職種との連携・協働
他機関との連携・協働
評価・見直し予定日/実施
プラニング・見直し参加者
日

母
人

父

祖父母

本

母

父

祖父母

本人

母

父

祖父母

本人

母

父

祖父母

本人

母

父

祖父母

本人

母

父

祖父母

本人

谷 川 ( 2 0 0 9 ) よ り   

表７−１ 個別の教育支援計画記録フォーマット
入院初期の児童の様子と基本情報から「個別の教育支援計画」を立てる
△△小学校
（電話 0４○××× Fax

氏名

本人・家族に関する基本情報
（

○○センター小児病棟
（電話 03○××× Dr PHS

○○特別支援学校○○分教室
電話０３－○○○○

）

病気に関する基本情報

前籍校に関する情報

分教室転入に関する基本状態

生年月日

学校名

（記入日９月１５日）連絡票からの情報 担任

年齢・性別

住所

病名

連絡先
担任

主治医

連絡票

整形・心理・眼科

転入相談日

転入日
転入相談の内容

学年
居住地

○市

保護者

担任

Pns担当看護師

連絡先
○○○
緊急連絡先

校長
教頭 養護教諭
（HPから）

入院日

副担

初回相談
病棟より

入院期間の見通し

家族構成

要録から

ー

本
人
・
学
校
・
病
気
に
関
す
る
基
礎
デ

）

配慮事項

就学前教育
出席状況

）

タ

祖母・近所に住み家事を手伝ってくれる
評価
自宅から病院まで
特記事項

病気・入院生活に関して

気づいたこと・心配なこと
【1週間目】

（
入
院
初
期
の
実
態
把
握
と
医
療
ス
タ

本人の病気理解

病気・治療についての受け止め

ッ

フ
と
の
連
携

）

病棟での様子

今後の治療について

【入院２週目】

学校生活（学習・生活）に関する情報
および実態把握

表７−２
（氏名・学年）

病気の子どものための個別の教育支援シート
小学部

年

（担任・作成日）

本
児
・
の
課
見
題
立
て

教
育
支
援
の
目
標
・
重
点
活動内容
（教科・領域・特活・その他）

支援の手立て

他職種との連携

アセスメント
（今回は空欄）

主
な
教
育
支
援
活
動

4月・・・入学・進級を祝う会

行年
事間

離任式 ７月・・・一学期お楽しみ会

終業式

１０月・・ハロウィン＊

１月・・・書き初め

５月・・・

８月・・・夏休みイヴェント

11月・・・学習発表会

2月・・・

6月・・・社会科見学

９月・・・始業式

12月・・・クリスマス

3月・・・卒業式

社会科見学

祝う会

表 8-1
病

室

氏

名

年
歳

家族構成
基本情報

齢

病

既往歴

生活習慣

それぞれ年齢

アレルギー

排泄：オムツ、自立等

記入

の有無等

内服：薬の飲み方

保育状況
午睡時間

月

付添者の状態

：現在の様子

日

(

)

月

日

幼稚園、保育園

患児の好む遊び

家庭保育等

付き添い者
サポート者
子育てのサポ
ートをしてく
れる人

＜保育のねらいと目標＞

病気・入院への不安やストレス、体調等 ☆保育支援のねらい

ストレス：ストレスの有無や、その理由等
付

好きな遊び

〜

患児の状態 安静度 ：フリー、ベッド上、トイレ洗面可等
日

入院日
H24．

CP、ADHD、 食事：食事形態、ミルク等

状

名

ヵ月

父母、兄弟等

病

北海道社会保険病院
秋田正実先生作成

長期入院患児における保育支援シート

●一週間毎に目標を立てる
(

)

月

日

(

)

月

日

(

)

月

日

入院日数

日目

日目

日目

日目

日目

保育時間

〜

〜

〜

〜

〜

保
育
内
容

主な活動内容と患児、家族の
様子等

(

)

病

室

氏

名

表 8-2

長期入院患児における保育支援〜評価〜

年

齢

病

名

入院日

＜週ごとの評価と課題＞
1 週目：
一週間の、患児と保育士の関わりや
患
児
の
様
子
と
保
育
士
の
関
わ
り

様子、変化をまとめて記入する。

付き添い者の一週間の様子や気持ち
付
き
添
い
者
の
様
子

の変化等を記入する。

一週間を通して関わりの反省をまと
課

め、次週に向けての課題を記入し、次

題

週の目標へ反映する。

2 週目：

3 週目：

4 週目：

付添者

表９

アセスメントと計画の柱

（急性期バージョン）

情報

アセスメント

計画（フォーカス）

病気や環境の変化に伴う反応

□安全の提供

□観察(OP: Observation Plan)

□動揺・混乱

□恐れ・不安

□安⼼の提供

□直接的な⽀援(CP: Care Plan)

□いらいら・怒り

□退⾏

□⽇々のからだの状態や治療上の必要

・環境の整備

□反抗

□ほか

・治療・⾃⼰管理の⽀援

成⻑と発達

□⽣活の援助

・遊びの⽀援
・⽣活援助

□発達の段階
□おくれ・アンバランスさ

□学習の援助

□間接的な⽀援(Relational Plan)
・患者と医療スタッフの信頼関係形成

□発達の⼿がかり
⽣活と遊び・学習

□成⻑・発達を妨げる要因除去

□⾝辺⾃⽴（

）

□安⼼できるもの（

）

□成⻑・発達の促進

□好きな遊び（

）

□⼿がかり

□家の中でしている遊び（

）

□好きなもの（

）

□回復期の追加事項(Additive Plan)

⺟親

□

□観察

□病気や治療の⼼配や不安

□⼦育ての⽀援

□直接的な⽀援

□付き添う上での問題

□きょうだいの⽀援

・⺟親の不安や⼼配の傾聴

□⼦育ての不安や問題（虐待）

・きょうだいの⽀援

⽗親

□間接的な⽀援

きょうだい

・家族と医療スタッフの信頼関係の形成
□回復期の追加事項
札幌セミナー2012＃１・東京セミナー2012＃２

表１０

情報収集～アセスメントの全体を見直すための研修用記録フォーマット（模擬事例：東京２０１１に基づいて記載している）

氏名（ 新橋 慧
呼称（

）
）

性別 （ F ）
生年月日（０４）年（０８）月（０７）
日
年齢 （ ６ ）：（ ８ ）

入院前

3月3日

主治医
（
担当看護師（
保育士
（

A
B
C

）
）
）

院内学級担任（
D
地元校担任（ 1年3組

3月10日

下記欄では、・＝事実、○＝依拠できる事
実、
□＝不明確な事実、Ｐは計画を示す

）
E

3月17日

）

3月24日

3月31日

4月7日

4月14日

サマリー（4月15日）

以後の予定

問題・ニーズ・依拠できる点

コメント
＜コメント＞
□慧さんはまだ入院初期といえ、関わりながら
の情報収集を継続すべき

ByNS
O(Ch):痛みを伴う検査を嫌がる
拒否しないでがまん
O(Ch):薬は指示通りに服用

＃ 痛みを伴う検査を嫌がる

By保育士
O(Ch):キヨさんから痛い検査の時どうしているか、
髪の毛が抜けたらどうしたらよいか聞いている

□プリパレーションの情報不明
①情報提供時
②対処の選択
③検査・処置時の様子
④検査・処置後の様子
P PP調整／役割分担

＜宿題＞
□看護師から：症状マネジメント、セルフケア教
育、ストレス発散の機会提供、体調が悪いこと
は医師や看護師にいうべきであることを伝える
などを挙げていた
□保育士から：感染予防への意識化、他児と異
なる生活になることへの理解、治療を乗り越え
たという達成感、治療の見通し形成などを挙げ
ていた
□教師から：今の自分の状態を言葉で伝えられ
るようになることなどを挙げていた
＜皆さんの意見から＞
□治療に関する見通しに関しては、だれが、どこ
まで説明するかをチームで考える。保育士や教
師が医師の代替になっては困る
＜コメント＞
□病気や治療を理解しているという評価はでき
ない
□子どもの我慢強さや人見知りを「性格」として
とらえることは慎重に（場面への反応、防衛機制
であることなども）
□医師の本人への説明に多職種が入るには、
プラス面だけでなく、マイナス面も考えて決定す
る
□感情表出を受けとめることは大切だが、関係
者がよってたかって「どう？」と聞くのは逆効果
□治療の見通しを持たせることについて、看護
師とは別に保育士や教師が直接支援の課題と
することの是非も検討する

3月3日入院

入院初期の反応

疾患と治療
セルフケア

3月の様子 Ep4 By 教師
□教師の訪問
O(Ch):（痛い検査等があるとき）朝から沈んでいる
絵を描いたり、絵本を読んでもらいたがる
検査が嫌とはいわない

3月7日Ep１ ByNS
□化学療法開始
□主治医から本人に
説明（with Mo）
・血液の中にある悪い
細胞をやっつける
・いろいろな薬を使う
・感染しやすくなる
→大部屋で過ごす
・気持が悪くなることが
ある
・買い物毛が抜ける
→必ず生えてくる
O(Ch)：神妙に聞く
O(Ch)：（がんばろうね
に）
うなづく
□検査のプリパレーショ
ン
反応不明

・拒否はしないで、がまんしている
・大人に言わない
○子ども同士での情報交換あり

NP

発育・発達

3月8日Ep2 By Ns
□分教室の教師訪問
O(Ch):絵をあとで見せてく
れる
S(Ch):やさしい先生だった

3月の様子 Ep4 By 教師
□教師の訪問
O(Ch):お家のこと、保育園のことなどお話する
O(Ch):体調が悪いときでもそばにいてほしがる

4月7日 Ep5 ByNs・保
□入学式 記念撮影
By教師
O(Ch)：体調が良くない
O(Ch):返事など対応は
しっかりしていた
→ 写真を渡す
S(Ch):Mo,Faに見せ
4月8日 Ep6 By保
□分教室の勉強
O(Ch)：楽しかった様子

生活・遊び・学習

＃ 学習や遊びにおいて大人の関わりを求 ＜宿題＞
□看護師から：遊びや学習の環境の整備を行う
める

ByNS
O(Ch):19時のMoの来院を楽しみに
O(Ch):Mo帰宅後さびしそう

By保育士
O(Ch):お絵かきしながらお話よくする
Moとお出かけしたことなど
S(Ch):お母さんと一緒に平仮名を練習するので見に
来てほしい
O(Ch):同室の子どもたちと話ができるようになる
4年生のキヨさんが面倒をみる

・お母さんと平仮名の練習をする
・保育士に見にきてという
・体調が悪くてもそばにいてほしがる
・絵を描きながらお話しする
→本来の自分を語る
＃ キヨさんに支えられている
大人とは異なる役割
・検査や脱毛の対処

4月の様子 Ep7 By 教師
□分教室（大部屋）
・AM2時間を確保
・体調が良い時は国語と算数中心
・ゲームやお絵かきを取り入れて、気持ちを高めたり、コミュニケーションを図る
O(Ch):友達とは仲が良い
O(Ch):先生を独り占めしたそぶり
S(Ch);:昨年の小学校の運動会 お姉さんたちからやさしくしてもらえてうれしかった

By保育士
O(Ch):お母さんがいないとさびしいと思われるが、
口に出さない

3月13日Ep3 By 保育士
□卒園式について
P（保):本人と母親に確認

保育所・学校・地域

3月14日 By保育士
P(保)：母と話し合ってから
本人と話し合う
→日程調整
●仲良しが3名いることがわ
かる

By 教師
□教師の訪問中
S(Ch):仲良しは、ゆりちゃん、まいちゃん、きょう
こちゃんの3人

4月の様子 Ep7 By 教師
□分教室（大部屋）
S(Ch);:昨年の小学校の運動会 お姉さんたちからやさしくしてもらえてうれしかった
O(Ch)：1年生のクラスの手紙 見せてくれ、読んでくれる
S(Ch):（5月の校外学習に）私も行きたい

P いつも変りなくある存在としての位置づ
けを継続する

＜宿題＞
□保育士から：面会時間を、寂しくならないよう
に整える、母親が帰宅後に眠れないと訴えてい
ることを母親に伝える、が挙げられた
・眠れないという訴え
＜皆さんの見たて＞
□眠れなさの状況・程度不明
□小学校1年生にしては内気で、表出しない子
・そばにいてほしがる
であるといえる
・独り占めしたいそぶり
□まだ、子どもの素がでていない。全身状態が
・弟への心配
良くなるまで様子を見る必要がある
・痛い検査を嫌がる
□第1クールが終わるまでの子どもと親の大変
・平仮名の練習を見に来てほしい
さ（理解が追いつかない、人間関係づくりが上手
でない場合の心労など）を踏まえる必要がある
・対処方略：表出しないで我慢する
＜コメント＞
→昼間がんばっている反動を生ずる □母親帰宅後の眠れなさを母親にお伝えして一
緒に考えようという企画を進めるなら、不眠の程
P 一人でないメッセージを伝えつつ見守る 度、経過、対処法を検討の上お話しすることで、
不安をあおらないようにしたい

＃ 母親との分離に伴う不安定さ
所属の確認 「一人」を嫌がる

ByNS
S(Ch):（Mo帰宅後）眠れない

心理的問題

ことを挙げていた（朝の体調や気分を伝達する、
遊びや学習の時間に検査や処置が入らないよ
うに配慮するなど）
□保育士から：日課になれること、同室児との関
係作り、生活リズムの確立、絵がすきということ
を活かして壁面装飾を手伝ってもらうなど、他児
との関わりを意識した活動を挙げていた
□教師から：長女であり学校イメージがないこと
への対応、教科を算数国語に絞りつつも本人の
好きな活動を取り入れること、生活リズムと規
律、自分を表現するための元気予報の取り組
み、絵がすきということを活かして友達と一緒に
活動することを挙げていた

＃ 手紙など、積極的なやりとり
○卒園式にVTRで参加
○手紙を見せてくれる
・「校外学習に行きたい」という

＜コメント＞
□学校に関しては、分教室と本来の学校が一緒
になって支援をしているという状態が望ましい

＃ 仲良しとの交流について
Ep3
□卒園式
●VTRへの園や友達の反
応が
未確認

□情報不足
校外学習○月○ P 交流の継続
日
校外学習への対応を相談する
脱毛などの影響を観察
さらに情報を収集する

つづく

By保育士
S(Ch):お母さんが家に帰ったらねているので、さび
しい
のではないか
O（Ch):絵を描きためている

きょうだい

＃ 弟／弟にかかわる人たち
□弟の詳細不明
○弟に絵を描きためている
○母親は弟の面倒をみる努力

＜宿題＞
□保育士から：弟への声かけ、弟への情報収集
が挙げられていた

P 本人に弟との交流の見通しを持たせる
（心理的問題との関連で）
P 弟の支援の必要について検討する

保護者

3月7日Ep１ ByNS
S(Mo):私がしっか
りしなくては
Ep1の後
O(Mo):本人がいな
いところで涙を見
せる
O(Mo):分教室の先
生の訪問を了解
□両親への説明
と反応は不明

3月12日Ep3 By Ns
□卒園式
S(Mo):3月20日に卒園式
どうすればよいか
P（Ns):本人、母、主治医で相談
VTRであいさつ
保育士にお願いする
3月14日Ep4 By Ns
□学校について
S(F；TEL)：分教室の先生と勉強したいと言っ
ているので、転校させたい

ByNS
Moの来院時間が短くなる

ByNS
O(Mo):お疲れの様子

＃ 母親の疾病への不安と緊張
＃ 母親の疲労の蓄積
○前向きに子どもを支えようとしている
○□父親の協力があるが詳細は不明
○主治医、看護師に依頼できている
・母の対処法 がまんしすぎる面？
P 今後、来院時間が短くなったときの
不安の亢進を予測して対応する
P 休息がとれているか時に確認
P 家族の凝集性、対処力の評価

＜宿題＞
□保育士から：母親にできることを一緒に考え
る、連絡ノートを活用するが挙げられた

	
 日々の教育支援の課題
伝えるもの（知識とスキル）
①学力と学習スキル
・学習スキル（自己学習の計画スキル、問題解決スキルなど）
・教科別の知識・技術など
②健康管理・セルフケアの知識とスキル
・一般的な健康維持・増進のための知識とスキル
・性の自己管理、自己決定に関する知識とスキル
・自分の病気・障害の知識、治療・リハビリテーションの実行に関する知識とス
キル
③日常生活を維持するための知識とスキル
・日常生活の計画と計画実行のスキル
・生活において学習を実行するためのスキル
（体育や行事への参加を判断するスキル、教師と話し合うスキル）
・基礎としてのライフスキル
ⅰ意思決定-問題解決 ⅱ創造的思考-批判的思考
ⅲ効果的コミュニケーション-対人スキル ⅳ自己意識-共感性
ⅴ情動への対処-ストレスへの対処
④キャリア形成のための知識とスキル
・自己理解 ・情報収集 ・目標設定 ・受験/面接スキル ・その他

個別の教育支援計画

全体的な目標
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲
日々の計画
①教科教育
②健康教育

育み、支えるもの
（情動）
①心理的状態を安定させ、不安、抑うつなどを改善する取り組み
病気や治療に関するもの その他のもの
②感情の豊かさを育む取り組み
③自尊感情、自己効力感を育む取り組み
④自分は何とかなる、大切な仲間と支え合っているという感覚を育む
（関係）
①交友関係、教師との関係、医療スタッフとの関係、家族関係などを促進する取り
組み
②いじめへの対処の支援
（時間感覚）
①一日の見通し
②中長期的な見通し
③将来イメージ

教師が管理するもの
①本人の健康のチェック ＊発達に応じて徐々に本人自身の管理に移す
②クラス、学年などでの感染症の拡大状況のチェックなど
③いのちに関わる状況の予防と適切な対応（アナフィラキシーショックなど）

③生活指導
④特別活動
⑤相談支援
⑥キャリア教育
⑦健康管理
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲
基盤整備の計画
①地元校の基盤整備
②連携体制
③計画の共有

̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲
兄弟姉妹の支援
保護者の支援

̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲

教育支援の環境整備
地元校の基盤整備
物理的環境に関する合理的配慮
①施設・設備のバリアフリー化 ②化学物質、アレルゲンの除去・回避
人的環境に関する合理的配慮
①教師、クラスメイト、他の保護者への対応
②サポートできる人による見守り、協力関係の形成
緊急時の対応

当事者・医療機関・学校の連携の構築
①連絡体制の確立 ②教育支援計画の立案と見直し時期の設定

図１

③情報管理の取り決め

病気の子どもの教育支援計画立案時の検討事項

見直し時期

	
 日々の保育支援の課題
育み、支えるもの
（認知）
・状況把握
・人の意図把握
・外界への知的好奇心の形成
（情動）
・安心の提供
・不安、恐怖心の軽減
・感情の豊かさを育む
・自尊感情、自己効力感を育む
・なにかあれば来てくれる、支えられているという感覚を育む
（関係）
・親子関係の促進
・子ども同士、医療者との関係の促進
（時間感覚）
・一日の見通し
・少し先の見通し

個別の保育支援計画

全体的な目標
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲
子どもの保育と支援
①個別の環境の構成

伝えるもの（知識とスキル）

②生活援助

①健康管理・セルフケアの知識とスキル
・一般的な健康維持・増進のための知識とスキル
・自分の病気・障害の知識、治療・リハビリテーションの実行に関する知識と
スキル
②遊びの知識とスキル
③自己表現・コミュニケーションスキル
・ことばでの表現
・ことば以外の表現
④日常生活を維持するための知識とスキル
・身辺自立の知識とスキル
・生活リズムの維持の知識とスキル

③遊びの提供
④学習の支援
⑤心理的サポート
⑥兄弟姉妹の支援
⑦保護者の支援
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲
基盤整備の計画
①他職種との連携
②退院後の環境整備

見守り、ときに守るもの

③他機関との連携

・安全な環境整備
・健康状態のチェック
・自宅の場合、地域、保育所、幼稚園などでの感染症の拡大状況のチェック

保育支援の基盤整備

	
 

退院後の環境整備
物理的環境に関する合理的配慮
・自宅の環境整備 ・保育所幼稚園の環境整備
人的環境に関する合理的配慮
・保育士やクラスメイト、他の保護者の病気の理解、病気に対する誤解への対応
・サポートできる人を通しての見守り、協力関係形成

当事者・医療機関・地域（保健師、保育所など）の連携の構築
・意図（なぜ、「これ」が必要なのか）と情報（状況など）の共有
・当事者による情報管理
・必要な範囲の支援計画の調整・共有、合同の見直し時期の確認

図２

病気の子どもの保育支援計画立案時の検討事項

̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲
見直し時期

模擬事例１

急性リンパ性白血病の治療中の小学１年生
病気の子どものトータルケアセミナー in 東京

2011

【セミナーのフォーカス】
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、的確な情報収集と見立てができる（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、支援のための応用できる
③ 他職種の視点を理解し、恊働に活かすことができる
【事前課題】
新橋慧さんが 2011 年 3 月 3 日に急性リンパ性白血病（標準危険群）の治療のため入院してきました。4 月か
らは小学校入学を予定し、ランドセルや机も買ってもらい、仲良し 3 人と一緒に学校に行けることを楽しみにし
ていた矢先のことでした。つらい検査と治療のため泣くこともありますが、早く治して学校に行くんだとお母さ
んと約束しているそうです。最初は、さすがに担当の看護師 A と保育士 B にしか心を開けずに過ごしていました
が、体調がよいときは遊びの中で笑顔が見られるようになってきました。
3 か月ほど入院が続くため、主治医 C と看護師長 D から分教室への転校を勧められ、3 月中に分教室の教師 E
が病室まで訪れてくれました。教師 E は、その後も時々関わっていき、慧さんも分教室に行ってもいいというよ
うになりました。そこで、急きょ、手続きを進め、4 月 7 日に地元小学校の入学式を終えた後、8 日より分教室
に通い始めました。
本日は 4 月 15 日 1 週間たったところです。大部屋での授業（午前中 2 時間）ですが、担任教師とも親しくな
って、一日の生活に見通しを持てるようになってきました。保育士は午後に 30 分程度時間を取って、遊びの提
供を続けています。また、食事の時にも話しかけるようにしています。
主治医から連休が明けた 5 月 10 日に病棟と学校を交えたカンファレンスを開催したいと発案がありました。
治療の見通しも少し見えてくる頃なので、今後の治療、看護、保育、教育の計画を出し合い、共通理解を得たい
ということでした。
皆さんは、看護師、保育士、教師のいずれかの立場から、各々の支援計画を立案してください。
これまでに各職種が入手している情報はファイル（次ページ以後）をご覧ください。不足する情報は、
「想定」
を明確にして、表２、表５（教育支援計画、保育支援計画の場合）の情報欄にご記入ください。
役割別課題は下記の通りです。
①教師
5 月初旬までに個別教育支援計画（指導計画と支援計画）を立てるため、4 月中に情報収集と見立てを行いま
す。宿題では、この情報収集と見立ての計画を立案します。1 年生の慧さんの安心を提供しつつ、理解を深め
るために、支援計画には遊びも取り入れてください。
個別の教育支援計画用フォーマット（研修プログラム集巻末資料：表１、２、３）をご利用の上、表 2、表 3
の必要な欄を埋めてください。
②保育士
学習中心の生活への移行を見守り、必要な支援を行うための保育支援計画を立案してください。
個別の保育支援計画用フォーマット（研修プログラム集巻末資料表４、５、６）をご利用の上、表５、表６の
必要な欄を埋めてください。
③看護師
治療の状況を踏まえつつ、学習中心の生活への移行を見守り、必要な支援を行うための計画を立案してくださ
い。書式は自由です。日常お使いの看護計画の書式をご利用ください。

④教師、保育士、看護師でない方へ
できるだけいずれかの役割を選択して、計画を立ててみてください。
学生の方は、専門家の助言を受けて作成してください。
【事前課題用資料】
１．基本情報
氏名：

新橋慧

性別：女

家族：

父：新橋敏夫（37 歳）

母：新橋貴江（36 歳）
弟：新橋宣夫（4 歳）

会社員

教師
呼称：のぶくん

近くに母方の祖父母在住
自宅：

生年月日：2004 年 8 月 7 日生

のぶくんの面倒を見てくれている

病院まで電車で片道約 1 時間

生育歴：

妊娠期、周産期：問題なし

好きなもの：

お絵かき

乳幼児健診：問題なし

3 歳から新橋西保育園

ピアノ

２．看護師の情報
3 月 7 日：化学療法が始まる。検査に関するプリパレーションを開始する。
同日（18：30）：慧さんに主治医の説明。母親も一緒に。
主治医から、血液の中にある悪い細胞をやっつけるために、いろいろなお薬を使っていくこと、感染しや
すくなるのでしばらく大部屋で過ごすこと、気持ち悪くなることもある、髪の毛が抜けるけれど必ず生えて
くることなど、慧さんに説明があった。本人は神妙に聞いていた。一緒に頑張ろうねと言われてうなづいて
いた。その際、お母さんは「私がしっかりしなくては」と言われるが、本人がいないところで涙を流してお
られた。
また、長くなるから病院の学校に通いませんかと話を向け、分教室先生の訪問に了解を得る。
3 月 8 日：分教室の先生が訪室される。
楽しかったようで、先生と書いた絵をあとで見せてくれた。「やさしい先生だったよ」と話していた。
先生は、ベッドサイド学習のあと、できるだけ立ち寄ってくださるとのこと。
3 月 12 日（19：00）：母親の相談。
卒園式が 3 月 20 日にあるが、どうすればよいか。主治医と母親、慧さんで相談し、病室から出られないの
で、ビデオであいさつしたいということで保育士さんにもお願いして実施することにした。
3 月 14 日（12：30）：父親より電話あり。
慧さんが分教室の先生と勉強したいと言っているので、転校させたいとのこと。この件分教室に連絡。
4 月 7 日：入学式の日
参加はできなかったが、用意していた服を着て、分教室の先生、主治医、担当看護師、保育士で記念写真
を撮る。
4 月 8 日：分教室に正式に転校
さっそく先生と大部屋で授業。
4 月 15 日時点のまとめ
本人は痛みを伴う処置を嫌がるが、拒否はしないで我慢しているように見える。薬も指示された通りに飲
んでいる。
お母さんは夜 7 時には来られるので、楽しみにしている。4 月中は、お母さんは 9 時までいるようにしてく
れているが、その後はもっと早くなる予定。家に帰った後、慧さんはさびしそうにしており、眠れないと看
護師に話しかけてくることもある。

お母さんは、仕事があるため、お疲れの様子。
３．保育士の情報
3 月 13 日：卒園式にビデオであいさつしたいということ看護さんから連絡あり。慧ちゃんとお母さんに、
どのようにしたいか確認する。
3 月 14 日（19：00）：お母さんと話し合う。そのあと慧さんと話をして、ビデオ撮影の日程を決めた。
一緒に入学することを楽しみにしていた仲良しが 3 人いることが分かる。あわせて、なにかできればと
考えたい。
4 月 7 日：入学式

大部屋で、分教室の先生、主治医、担当看護師、保育士で記念写真を撮る。

4 月 8 日：分教室が始まった。午後に話を聞いたが、楽しかった様子。
4 月 15 日時点でのまとめ
お絵かきが得意なので、保育士と一緒に絵をたくさん描きながら、おうちのことを話してくれる。弟のこと
も、お母さんが家に帰ったら寝ているので寂しいんではないかと心配している。弟に絵を描いてあげるといっ
て、もう 10 枚ほどたまっている。お母さんがいないと寂しいのではと思われるが、口には出さない。絵を描き
ながら、お母さんとお出かけしたことなど、楽しかったことをいっぱいお話ししてくれる。最近、
「お母さんと
一緒に平仮名の練習をするので見に来てほしい」という。時間があれば一度行くねと話しているが、まだ実現
していない。
同室の友達とはずいぶん話ができるようになった。とくに 4 年生のキヨさんが面倒を見てくれている。痛い
検査のときどうしているか、髪の毛が抜けたらどうしたらよいか、などよく話してくれるようだ。
４．教師の情報
3 月中の様子
お絵かきが得意で、描きながらいろいろなお話をしてくれる。体調が悪いときもそばにいてほしい様子。
ちょっとの時間でも、お家のこと、保育園のことなど、お話ししてくれる。仲良しは、ゆりちゃん、まいちゃ
ん、きょうこちゃんの 3 人とのこと。
痛い検査等があるときは朝から沈んでいる。そのようなときは絵を描いたり、絵本を読んでもらいたがる。
ただ、自分から「検査が嫌」とは言うことはない。
4 月に入って
入学式のとき体調は良くなかったが、返事など対応はしっかりしていた。そのときの写真を渡すと、お母さ
んとお父さんに見せると嬉しそうにしていた。
授業時間は、午前中 2 時間を確保。慧さんについては、調子が良ければ国語と算数を中心に進める。
ゲームやお絵かきを取り入れて、気持ちを高めたり、コミュニケーションを図るようにする。
大部屋の他の生徒とは仲が良いが、先生を独り占めしたいというそぶりがときどきみられる。
昨年、小学校の運動会に、入学予定の友達と参加して、お姉さんたちから優しくしてもらえたのが嬉しかった
という。
1 年生のクラスのお手紙がきたときは、見せてくれ、読んでくれた。5 月に校外学習があると書いてあって、
「私もいきたい」という。
【提出された計画】
①

教育支援計画に関するもの

表A

表B

②

保育支援計画に関するもの

表C

表D

③

看護計画に関するもの

表E

表F

＊

いずれも研究協力者によるもの

表 A 教育支援計画を立案するアセスメント	
 
情報（本人からの聞き取り、本人の観察、保護者からの聞き取り、医療スタッフから
の聞き取り、地元校と情報、などを区別する）
本人
①発育・発達に関する情報
Ｏ-１：6 歳 8 ヶ月
０-２：乳幼児健診に問題はない
０-３：３歳より地元保育園

②疾患と治療、からだに関する情報、本人・家族の疾患理解に関する情報
０-１：急性リンパ性白血病
Ｏ-２：いろいろな薬を使う事、気持ちが悪くなる事がある事、感染しやすくなるので、
大部屋で過ごす事、髪の毛が途中抜ける事等主治医から治療についての説明を受け
ている。
（医療スタッフより）
０-２：入院期間は 3 ヶ月の予定
Ｏ-３：化学療法中
Ｏ-４：検査を拒否はしない。
Ｓ-１：痛い検査を嫌がるが拒否はしないで我慢しているようにみえる（看護師より）
Ｓ-２：痛い検査の時は朝から沈みがち。
（観察）

アセスメントの結果、本人又は兄弟姉妹、保護者に必要と思われること

入院中に達成すべきねらいと教育支援計画の柱	
 

①発育・発達の支援として必要なこと（学習支援は⑤に）
友だち関係を豊にしていく→定期的に病棟内の仲の良い他児への関わりや、元の
学校での同級生との関係を作っていく必要がある。→母親を通じ、地元校の担任
とコンタクトを取り、連携しながら、入院していても疎外感を感じないような配
慮が必要である。

ねらい１：学習の保障をする。
→地元校と同じ教科書教材をつかって授業を行い、
学習の遅れへの不安をなくす。時間数が少ないので
教材を精選して指導する。

②日々のからだの状態や治療上の必要に応じた支援として必要なこと
安静度、日々の病状変化に応じた教育活動上の配慮
体調に合わせて無理をしない。
教科学習ができないときは、本人の興味のある物（お絵かき、ゲーム等）を行っ
たり、お話をしたりする。

病気・治療にかかわる不安やストレスへの対処への配慮・支援
お絵かきや絵本を読み聞かせることで気持ちを他に向ける。
体調が悪い時でも，許可が下りればそばに居る。

健康管理・セルフケア行動の獲得の支援
痛い検査の時は絵を描いたり絵本を読み聞かせながら本人のがんばりをさりげな
く賞賛する。

大人による健康観察、健康管理
授業開始前にその日の体調をナースセンターで確認して、様子を見ながら言葉か
けをしていく。

ねらい２：集団の活動を保障する。
→大部屋の他の分教室の友だちと一緒に活動する授
業を企画し集団で学ぶ楽しさを体験させる。また、
同室でない分教室の友だちとの交流を図る。
ねらい３：地元校への復学意欲を高める。
→保護者本人の意思を確認して、学級通信をつくり
定期的に地元校に渡す。また、地元校からも手紙や
配布物を送ってもらい、本人からも手紙を書くなど
し、地元校児童との関係を持続させる。
ねらい４：保護者と一緒に課題を考える事ができる
状態を作る。
→ただでさえ一杯一杯になっている母親の精神的負
担を考慮し父親にも協力をしてもらい、本人と弟が
離れて生活している環境の変化が双方に与えるだろ
う問題を考え、できる事を見出しててもらう。
→復学にあたって地元校に知らせておきたい事、知
らせたくない事等を整理し、受け入れてもらうため
の準備を一緒に考える。

③生活に関する情報（入院生活への適応、生活リズム、日課）
③生活の自己管理の支援として必要なこと
Ｏ-１：一日の生活に見通しを持てるようになり、病院の日課を守って生活できている。 日課を守りながら生活する事の意味を理解させるとともに、規制された生活によ
るストレスを発散させるための諸活動を工夫する。

④人間関係、心理的問題に関する情報
０-１：大部屋の他児との関係は良好。
Ｓ-１：先生を独り占めにしたいそぶりが時々見られる。

人間関係の支援、心理的問題への相談支援として必要なこと
どのような時に先生を独り占めにしたいのか、治療の内容、前日の面会、大部屋
の子ども同士の関わりで何か変化があったか等、看護師、保育士からの情報を得
て判断する。できるだけ本人の思いを大事にし、話を聞きながら、他児との関わ
りを取り入れた活動を企画する。

つづく	
 

⑤学習に関する情報
Ｏ-１：午前中２時間の授業（毎日）体調の良い時は国語算数を中心とする。
Ｏ-２：授業は病室（大部屋）で行う。

⑤学習の指導、支援として必要なこと
授業開始前に本人の話を聞く時間を取り、本人が楽しく学習に取り組めるような
雰囲気を作る。
本人の好きなゲームやお絵かきを授業に取り入れて気持ちを高めたり，コミュニ
ケーションを図る。
ピアノが好きなのでヘッドフォーン付きの電子ピアノを用意し、少ない時間でも
音楽ができるようにする。
１対１の授業が中心になるが、同室児と一緒の活動、分教室の友だちとの学習交
流等、集団の活動を取り入れる。
本人の興味関心を引き出すような教材の準備をする。
本人が好きなジャンルの本を用意し読み聞かせをする。
地元校に連絡をして、復学した時に使用する教科書、教材を送ってもらう。指導
教員も同じ教科書を手に入れ、地元校の進度を確認しながら教科指導を行う。

⑥キャリア形成に関する情報
Ｏ-１ 地元校には登校していない
Ｏ-２ 大部屋での生活と学習

⑥キャリア形成の支援として必要なこと
大部屋での生活と学習が連続しているので、学校に登校するという環境の変化が
ない。授業とそうでないときの切り替えができるようにあいさつがしっかりでき、
時間を守って活動する。視聴覚機器等や病院にもちこめる具体物で外界の環境を
取り入れたり視点を広げる工夫が必要。部屋での生活の中での他児との協働作業
を企画する。

⑦地元校、地域に関する情報
０-１ 4 月 7 日地元校の入学式には出席できず。病棟で教師、主治医、看護師、保育
士と入学式を行い記念写真を撮る。
Ｏ-２ 仲の良い友だちが 3 人いる。
０-３ 地元校から手紙が届く。
Ｏ-４ 昨年、小学校の運動会に入学予定の友だちと参加。
Ｏ-５：５月の地元校での校外学習に参加したい意思を示す。

⑦地元校とのつながり作り、学校復帰支援として必要なこと
保護者、本人の了解を得て地元校所属ｸﾗｽとの作品、手紙のやりとりを行う。教室
の写真や机の位置が分かるようなものも送ってもらう。
保護者の了解を得て、地元校担任と学習進度や復学時の生活上の配慮についての
日常的な連絡をする。
復学にあたっての、保護者、地元校、医師、看護師合同のカンファレンスを行う。

兄弟姉妹に関する情報
０-１：弟４歳
Ｏ-２：母方の祖父母が面倒を見ている
保護者に関する情報
Ｏ-１ 共働き
Ｏ-２ 母の面会は毎日７時過ぎ。４月中は９時まで在院（看護師からの情報）
。
Ｓ-１ 父の面会の回数が少ないようだ。

兄弟姉妹の支援として必要なこと
保護者に弟のための時間を取る事の大切さについて理解してもらう。
地元の保育担当者と連携を取り、弟への精神的配慮が必要な事を理解してもらう。
保護者の支援として必要なこと
看護師からの情報では、母親は毎日午後７時過ぎに面会に来ている。父の面会情
報の話はない。母親が孤立しないように父親の協力が必要な事を理解してもらう。
保護者の都合に合わせて、時間を取り、学校の様子を知らせたり、悩み事などを
聞く。また、学級通信などで子どもの様子を具体的に知らせ安心させる。

	
 

表 B 個別の教育支援計画	
 
（ １）年（ １）組（ １）番 氏名（ 新橋慧

支援の内容

）
入院初期の計画

全体的な目標
復学したときの学力への不安、対人関係への不安をなくす。
安定した気持ちで学校生活が送れるようにする。
教科教育
復学を見通して、前籍校と進度の確認をしながら学習の保障をする。

学校の日課になれる。
友だちとのやりとりや好きな事を取り入れながら楽しく授業を行う。

健康管理
食事、安静、運動、清潔、服薬等の生活習慣の形成及び定着化を図る。

授業前に記録室で子どもの病状や心理状態を把握して無理のないように対応する。

評価・見直し

国語、算数を中心とするが、興味関心を踏まえ図工と音楽の時間を入れる。
入院期間と復学後を考え、前籍校の教科書を使用して学習する。
国語：話す事、書く事、読む事およびひらがな学習をはじめとする言語事項の学習を楽しむ。
算数：数や量、形について具体物を使用し算数に対する感覚を豊かにする。
留意事項
時間数が少ないので内容を精選して地元校から遅れないように図る。
健康教育
自立活動の時間を活用してゲームやクイズをしながら健康状態の改善等に必要な安静、食事制限、運動量
健康状態の維持・改善等に必要な知識や技能の習得、態度習慣の育成を図る。 の制限等に関する知識理解、態度、習慣の形成を図る。
留意事項
病状など専門的な事もあり医師、看護師と情報交換をする。
生活指導
あいさつや返事がしっかりと言える。
学校生活のルールを知る。
病棟生活の決まりを知り、守ることができる。
特別活動
教師が来た時に教科書等必要な物がすぐに準備できるようにする。
基本的な生活習慣の形成を図る。
分教室の友だちとの協働の活動等たくさんの関わりを持ち、分担して役割を果たす。
同室児との良好な人間関係を発展させる。
相談支援
行動観察。面接で子どもの様子を把握する。
留意事項
教師の押しつけにならないように配慮し、子どもや保護者との適切な人間関係を築く。
キャリア教育
自分の好き（嫌い）なことを言える。
自分の好きな事、得意な事、できることを増やし、様々な活動への興味関心 時間を守って活動する。
を高めながら意欲と自信を持って活動できるようにする。
行動の制約がある中でも自分でできる事は自分で行えるように援助する。
身近で働く看護師、保育士等の様子が分かり興味関心を持つ。
同室の友だちと仲良くあそび、助け合えるような活動を他の教員と協力して工夫する。
留意事項

留意事項
兄弟姉妹の支援
保護者に弟のための時間を取る事の大切さについて理解してもらい、共稼ぎ
で大変な状況も考慮し相談する。
保護者の支援
共稼ぎで大変な状況であることを理解し、できる限り具体的に子どもの状況
を知らせ安心させる。
地元校の基盤整備
６月の復学をめざし保護者、本人の了解を得て、地元校担任と学習進度や復
学時の生活上の配慮についての日常的な連絡を行う。
当事者・医療機関・学校の連携体制
日常的な看護師、保育士との情報交換、定期的なカンファレンス
評価・見直し予定日/実施日
プラニング・見直し参加者
	
 

保護者の精神的負担を考慮しながら思いを聞き一緒に対応を考えていく。
地元の保育担当者と連携を取り、精神的配慮が必要な事を理解してもらう。
母親だけが抱え込まないように父親にも協力してもらう。保護者の都合に合わせて、時間を取り、学校の
様子を知らせたり、悩み事などを聞く。また、学級通信や活動の写真、作品などで子どもの様子を具体的
に知らせ安心させる。
保護者、本人の了解を得て、地元校担任と学習進度や復学時の生活上の配慮についての日常的な連絡と、
学級通信や手紙を相互に送ったり、地元校の配布物を送ってもらったりする。
教室の中の本人の座席を決めておいてもらう。
日常的な看護師、保育士との情報交換、定期的なカンファレンスを行い、本人、保護者の気持ちを理解し、
対応を工夫する。
5月10日
母 父 祖父母 本人
母 父 祖父母 本人

	
  

表C．保育支援計画を立案するアセスメント
	
  

情報

聞き取り（情報源）観察の別を合わせて記入

アセスメント

入院中に達成すべきねらいと保育支援計画の柱

①安全と安心の提供に必要なこと
検査や治療に対して、拒否していないことから、入院に対して納得はしている
様子。
多少の人見知りはあるようだが、担当看護師や保育士には心を開いている為、
今後も関わりを持っていく必要がある。面会時間が短く、寂しさを感じている
が、弟の事を心配して自分は我慢している様子である為、児の寂しさを受け止
め、好きな遊びを取り入れたり、同室の児との関わりを持てるように配慮して
いく。

入院中に達成すべきねらい及び保育支援計画の柱

病気の子ども本人
入院に際しての初期の反応
O-1：:担当看護師Aと、保育士Bのみ心開く。
S-1：検査･治療時は涙あるも、拒否していない。薬もきちんと飲む。
疾患と治療に関する情報
O-1：急性リンパ性白血病
O-2：入院4日後から化学療法開始
O-3：プレパレーションも行っている。

発育・発達に関する情報
O-1：現在、7歳8ヶ月。
O-2：妊娠期、周産期、乳幼児健診では問題なし。

生活と遊び・学習に関する情報
S-1：体調の良い時、遊びでは笑顔見られる。
O-1：4月8日、分教室へ転校。午前中2時間、大部屋にて授業開始。（国語と算
数が主）
O-2：午後の３０分間、保育士との遊びの時間を設けている。
S-2：お絵かき。ピアノが好き。
O-3：母が19時から21時まで面会に来る。（5月から帰宅時間はやまるそう）
S-3：母の面会後は寂しそうにしている。
O-4：同室のKさん（小４）と仲良くなり、検査や病気の話などもしている

②日々のからだの状態や治療上の必要に応じた支援として必要なこと
易感染状態でしばらくは大部屋から出られないことによるストレスの増大が考
えられる。なぜ外に出られないのか、どうなったら出てもよいのかなどをわか
りやすく説明する必要がある。また、同室児のKさんから病気のことをよく聞
いており、間違った解釈をしたり不安を感じたりする可能性も考えられる為、
何を聞いて、どう感じたかなどを関わりの中で確認していく。

③生活援助の必要性（睡眠・食事・身辺自立・計画的な日課）
食事や排泄、衣服の着脱等は自立していると思われるが、家庭の環境と異な
り、寂しさやストレスを感じていることも考慮して、声掛けや見守りが必要と
思われる。また、点滴の流量によって排泄間隔が短くなることも予測される
為、失敗してしまった時に児の自尊心を傷つけないような配慮が必要である

④生活経験を豊かにし、発達を促す支援として必要なこと
学童初期は、交友関係から社会性を見につけ、精神的にも自立していく一方
で、家庭ではまだまだ親に甘え、自我を思いのままにぶつけることもある時期
である。同室の児とコミュニケーションがとれるようコーディネートしたり、
面会時間以外でも児がある程度の甘えやわがままを表出できるような環境であ
る必要がある。
また、一緒に小学校へ通う予定だった友人や面会できていない弟とも疎遠にな
らないように、母親とも協力して、手紙や写真等のやりとりを続けていきた
い。
遊びの時間は必ず確保し、安制度や発達段階に即した遊びを提供していく。

ねらい１：安心･安全に入院生活を送る
→ベッド上やベッド周りの環境整備を児と一緒に行い、気持ちのよ
い生活空間をつくる
→日々の訪室により、信頼関係を構築し、不安やわがままを表出で
きる環境にしていく
ねらい２：規則正しい生活を送る
→日課表を作成し、見通しをもった生活ができるようにする。その
際、治療上検査や処置が急に入る可能性があることも話し、そうい
った場合もできるだけ早めに児に伝えるように医師や看護師にも協
力してもらう。
ねらい３：遊びを通して、他児や医療者とコミュニケーションを図る
→案制度や発達段階に即した遊びを提供していきながら、子どもた
ちだけでなく、医師や看護師とも交流が図れるようにする
ねらい４：意欲的に学習に取り組む
→毎日楽しく学習に取り組めるよう、環境を整える
→学習に対して不安があれば教師にも伝えていく

	
  

保育所・幼稚園、学校、地域に関する情報
O-1：3歳より保育園へ通園
O-2：4月より地元小学校へ入学したものの、入院生活続く為分教室へ転校。
O-3：一緒に小学校へ入学する予定だった親しい友人が3人いる。
O-4：保育園の卒園指揮にはビデオで挨拶をし、親友にも絵をプレゼントした。

社会的自立に関する情報

⑤スムーズな退院をめざして必要なこと
易感染状態である為、マスクをすることや、手洗い・うがいを促し、感染のリ
スクを少しでも軽減するとともに、病気の回復によって児が活動的になること
も予想し、転倒、転落等による怪我のリスクも考慮して環境を整えていく必要
がある。
検査や治療をスムーズに行うため、あらかじめ児に説明をしたり、日頃から安
心・信頼できる人的環境をつくっていくことも重要である。

⑥将来の社会的自立を考慮に入れたときに必要なこと
退院し、普通学級へ転校した時に疎外感を感じることがないように、定期的に
教師同士の情報交換を行っていく。

兄弟姉妹
兄弟姉妹に関する情報
O-1：弟(4歳)
O-2：面会はできていない状況
O-3：姉の入院後、母方の祖父母が面倒を見ていることが多い。

兄弟姉妹に必要な支援
入院中に達成すべきねらい及び保育支援計画の柱
母親と会える時間が限られた生活をしながら、姉の入院についての理 ねらい１：姉の入院についての理解を深め、ストレスを溜めすぎないような
解が乏しく家族の中で疎外感を感じている可能性を考慮し、家庭での 生活を送る。
様子を聞きながら対応していく必要がある。
→保護者とも協力して、姉の病気や入院生活について説明して
今後、姉との面会が可能かどうか、担当医に相談していく。
いく。病院に来た際には、寂しい気持ちを共感したり、姉の頑張
また、病棟の行事などに招待して、家族一緒に楽しめる機会を作って
っている様子を伝えたりと積極的に声掛けを行う。
いく。

保護者
保護者に関する情報
O-1父（37歳）、母（３６歳） 共働き
O-2近所に母方の祖父母在住。
O-3面会は主に母だが、疲れ気味な様子。

保護者に必要な支援
病気に対する不安は、医師や看護師に伝え対応してもらう。
母親に関しては、連日の病院通いと仕事との両立で疲れ気味な様子であること
から、父親や祖父母の協力体制を見直す必要もある。（休日は父親や祖父母が
面会に来るなど）
また、母親には体調を気遣う言葉掛けや、面会時間外の患児の様子も伝えてい
き入院生活に対する不安を少しでも緩和できるようにする。

入院中に達成すべきねらい及び保育支援計画の柱
ねらい１：子どもの入院による不安や、生活サイクルの変化による疲れを軽
減する
→面会時間が遅く、母親と保育士が顔を合わせる機会が少ない為、
連絡ノートを作成し、面会時間外の患児の様子を記載していく。
母親や保護者も気軽に思いや不安などを書き込めるようなものに
していくことでコミュニケーションを図る一手段とする。

	
  

表 D 保育支援計画

子どもの名前（新橋

慧）

保育支援の内容

入院初期の計画

個別の環境の整備
＊安全な環境
＊親しみのある環境・人間関係

環境整備
信頼関係の構築

生活援助
＊生活リズムの形成
＊睡眠
＊食事
＊身辺自立
遊びの提供
＊個室
＊プレイルーム
＊その他の場所

日課表を作成する
身辺自立の把握と援助方法の検討をする

学習の支援

学習の時間には、集中できる環境をつくる

心理的サポート
＊ストレスマネジメント
＊相談(学童期以後)

病気についての説明を医師や看護師からしてもらう
必要時、プレパレーションに参加する

兄弟姉妹の支援

姉の病気や入院生活についての説明をする
あまり生活を大きく変えないように配慮する

保護者の支援

入院生活に対する不安を緩和する

他職種との連携・協働

患児や家族の情報を共有していく
不安の訴え等はすぐに伝達する

他機関との連携・協働

必要があれば、保育園より児の情報を得る

評価・見直し予定日/実施日
プラニング・見直し参加者

主にベッドサイドでの遊びを提供する
同室児との関わりをコーディネートする
楽しい時間を共有し、時には寄り添う姿勢で関わる

母 父 祖父母 本人

評価・見直し

	
 
表 E 患児と家族及び患児の疾患に関する情報（看護師によるアセスメント）
患児の性別（ 女 ）年齢（ ７歳 ） 診断名（急性リンパ性白血病
）
Ⅰ．患児に関する情報 ＜性格、趣味、入院前や入院後の生活環境、成長発達、生育歴等＞
情報
情報の分析･解釈
【性格】
最初は担当看護師 A と保育士 B にしか心を開けずにすごしてい
た。
痛みをともなう処置を嫌がるが、拒否はしないで我慢しているよ
うに見える。
母が家に帰った後、さびしそうにしており、眠れないと訴えるこ
とあり。

【趣味・好きなあそび】
お絵かき ピアノ

【入院前の生活環境】
父、母、弟と一緒に住んでいる。自宅は病院から電車で 1 時間。
近くに祖父母が住んでいる。新橋西保育園に通っていた。

【入院後の生活環境】
大部屋に入院。保育士が遊びにかかわる。
3 月 8 日より分教室の教師が訪室、かかわりを始める
4 月 8 日 分教室に転校手続きを行い、授業開始。

【生育歴】
特記事項なし

母親が慧ちゃんの性格をどうとらえているかの情報は
ないが、処置に対する様子から、我慢強い性格と推測でき
る。また、さびしそうにしていても、さびしいとはっきり
いうことがないということからも、我慢強い性格がうかが
える。また、いきなりたくさんの人に心を開けないようす
から、引っ込み思案、人見知りしやすい性格であるともい
える。
好きな遊びをとおして、医療スタッフや保育士、教師と
関係づくりができるようにかかわることが必要。また、好
きな遊びで気分転換ができるように、お絵かきセットをベ
ッドサイドにおいておくなど、遊べる環境を整える。プレ
イルームや文教室にピアノがあれば、弾けるようにするこ
とも気分転換につながる。
入院前は家族４人で同居していたが、入院後はひとりで
病院で生活しなければならない。できるだけふだんの生活
に近づけられるような、また、長期入院となるため、メリ
ハリのある生活を送れるような工夫が大切である。（日課
表をつくるなど）
体調が比較的よいときには退屈とさえ感じる入院生活
において、保育士の存在も子どもにとっては貴重である。
遊びをとおして気分転換や感情表出の機会をあたえるこ
とで、情緒の安定や、発達をうながすことにつながる。ま
た化学療法で嘔気が見られる場合にも、遊ぶことで気分が
まぎれ、嘔気が軽減することもある。保育士と、子どもの
身体状態心理状態、発達についてのアセスメントを共有し
ながら、連携して慧ちゃんのケアにあたることが望まし
い。慧ちゃんは分教室に転校手続きをして授業をうけてい
る。慧ちゃんは白血病の治療のために３か月は入院が必要
となるため、授業を入院中も受けることで、学習を継続で
きる。また、単調になりがちな入院生活にメリハリがつく、
入院中も目標をもって学習にとりくめるなどの効果も予
想される。また、学習活動をとおして、学童期の発達課題
である勤勉性を獲得することにつながる。他の患児と交流
を持つことで、社会性を発達させことにもなる。訪問学級
は 2 時間ずつと短い時間なので、効果的にその時間を授
業にあてられるように、授業の時間には処置や入浴をさけ
るなど、学習に集中できるように配慮する必要がある。ま
た体調が少々悪いときにも、慧ちゃんが希望すれば可能な
範囲で授業をうけられるように、分教室の教師とも情報を
共有しながら、学習環境を整える必要がある。保育や学習
などが、慧ちゃんの身体の状態や心理状態、成長発達にど
のような影響を及ぼしているかを、保育士や分教室の教
師、医療スタッフ間で検討しながらそれぞれの関わりにつ
いて考えていく必要がある。

	
 
Ⅱ．家族に関する情報
＜主な養育者、家族構成、本人との関係、健康状態、社会・経済的状況、キーパーソン、
育児観、宗教や信条、健康維持のための生活習慣、入院生活についての希望や不安、疾患に関する受けとめ方、子ど
もやそのきょうだいへの入院・疾患・治療の説明 等＞
情報
情報の分析･解釈
【家族構成、家族の健康状態】
子どもが白血病で治療が必要になったことに対して、医
同居家族： 父（37）会社員
師からの説明をうけたときに流涙していることから、ショ
母（36）教師
ックや今後についての不安を感じている可能性が高い。具
弟（４）
体的に不安や心配に思っていることを母親に聞いていく
自宅近くに母方祖父母が住んでいる。
必要がある。また、母親に疲れがうかがえるので、弟の様
子や、父親・祖父母の協力をえられているのかどうかにつ
いてもアセスメントする必要がある。分教室に転校するこ
【疾患に関する母親のうけとめ】
とについては父親から連絡があったため、転校については
母 S)私がしっかりしなくては…
父親も同意していると思われるが、病気の治療と学校生活
慧ちゃんのいないところで流涙あり
との両立について父親が具体的にどう思っているかなど
についての情報を集める必要がある。
【入院生活についての希望や不安】
3 月 7 日、長期入院になるため、分教室への転校を勧めると、分
教室の教師の訪問に了解を得る。
3 月 14 日、分教室に転校させたいと父親から電話あり。
母親は毎日夜 7 時から 9 時ごろまで面会にくる。疲れている様子
あり。父親の面会状況に関する情報はなし。母親が面会に来ている
間、弟（のぶくん）の世話をだれが担当しているのかは、不明。

母親の面会が夜間であるため、分教室の教師と両親が直
接会って話をできることが少なければ、看護師が間に入っ
て、コミュニケーションをとれるようにする援助も必要で
ある。日中の様子、授業を受けているときの様子などにつ
いて看護師から両親に伝えたり、学校生活についての希望
や心配事を聞き取って、分教室教師とその情報を共有する
ことも大切である。

【子どもへの入院・疾患・治療の説明】
血液のなかにある悪い細胞をやっつけるために、いろいろなお薬
をつかっていくこと、感染しやすくなるのでしばらく大部屋ですご
すこと、気持ち悪くなることもある、髪の毛が抜けるけれど必ず生
えてくることなどを説明した（母同席）。一緒に頑張ろうというと、
慧ちゃんはうなずいていた。

Ⅲ．疾患に関する情報 ＜現病歴、既往歴、入院までの経過、検査結果、治療方針・内容、入院から受持ちまでの治療・看護
の経過、病態、患児への疾患の説明と患児の受けとめ 等＞
情報
情報の分析･解釈
【既往歴】特記事項なし
化学療法により、悪心、嘔吐、頭痛、発熱、気分のむら・
浮き沈み、便秘、下痢、倦怠感などの副作用と、骨髄抑制
が生じる。症状マネジメントとともに、必要なセルフケア
【現病歴】
が行えるようにかかわっていくことが必要。
2011 年 3 月３日、急性リンパ性白血病（標準危険群）のため入院
3 月 7 日より化学療法開始
安全、安楽を確保したうえで、遊びや学習活動を行える
痛みを伴う処置を嫌がるが、拒否はしないで我慢しているように見 ように、保育士や分教室教師と慧ちゃんの状態について情
える。薬も指示された通りに飲んでいる。
報を共有していく。苦痛な処置や内服によるストレスが生
じる可能性があるが、遊びや学習活動のなかで気持ちを表
出することも考えられるので、保育中・授業中の慧ちゃん
の様子について保育士・分教室教師と情報を共有する。保
育や学習活動により、気分転換を図れているか、成長発達
にどのような影響を与えているかなどを、他職種とともに
アセスメントし、かかわり方を考えていく。

表F

看護計画

看護目標：慧ちゃんが治療の状況や体調に合わせて学習活動を行うことができる。
看護上の問題

期待される結果

＃１：保育活動・授業

１．	
 学習活動により、気分転 Ｏ−Ｐ

をふくめた入院生活へ
の適応を促す必要があ
る。

具体的援助計画

換を図ることができる。 １）化学療法による症状の有無、程度を観察する。
２．	
 入院生活のメリハリを

・悪心、嘔吐、食欲

つけ、授業時間は学習に

・頭痛、発熱

集中することができる。

・便秘や下痢、および腹部症状（腹痛など）

３．	
 体調が悪い時は、看護師

・倦怠感

や院内学級の教師に伝

・夜間の睡眠状況

えることができる。

・気分の浮き沈み、うつ様症状

４．	
 体調にあわせた学習活

・血液検査結果（白血球、赤血球、血小板、ヘモグ

動を行うことができる。

ロビン値）
２）学習活動に対する意欲を観察する
・学校生活や授業に対する言動や気持ちの表出
・授業中の態度や学習意欲（教師にも情報を得る）
３）学習活動による体調の変化の有無、程度を観察する
・授業後の疲労度
・午睡の有無
４）治療行動への意欲の有無と程度
・検査や処置、特に痛みを伴う処置に対する反応
・内服行動
５）家族の、慧ちゃんの治療や学校生活に対する希望、
要望、心配ごとなど
T−P
１）	
 

学習活動と治療とのメリハリがつくように、授

業時間前に必要な検査、処置、内服などをすませる
ように促す。

評価日

実施・評価

看護目標：慧ちゃんが治療の状況や体調に合わせて学習活動を行うことができる。
看護上の問題

期待される結果

具体的援助計画
２）	
 

易感染状態にあるときは、ベッドサイド学習が

できるように学校教員に連絡する
３）	
 

体調が悪いときには、授業をうける希望がある

かを慧ちゃんに確認する。
４）	
 

体調が悪い時は安楽を確保するため、授業時間

前に症状緩和のための薬剤投与を検討したり、安楽
確保のために環境を調整する。院内学級教師に慧ち
ゃんの体調について情報を提供し、注意してほしい
ことをお願いする。
５）	
 

易感染状態の場合は、必要な感染対策を院内学

級教師に伝え、協力を得る。出血の危険性がある場
合は、出血予防策について院内学級教師に伝え、安
全対策をとってもらう。
６）	
 

授業をうけているときの様子などを、面会にき

た母親に伝える。
E-P
１）体調が悪い時には、看護師や学校の先生に伝え
ることが大切であることを説明する。
２）院内学級教師と母親がなかなか会うタイミングがな
いときには、情報共有のアシストをするなど、コーディ
ネーションを行う。

評価日

実施・評価

模擬事例２
ネフローゼ症候群で入院してきた 8 歳男児
病気の子どものトータルケアセミナーin 東京 2011 第 2 回

【フォーカス】
① 見立てをもとに、１ヶ月あまりの入院期間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、恊働に活かすことができる
【事前課題】
ネフローゼ症候群で入院してきた８歳の長谷部大輔君について、下記の資料をお読みのうえ、看護師、保育士、教
師のいずれかの立場で支援計画を立案してください。事例は、入院後２週間が経過し院内学級への転校手続きが行わ
れ、病棟と院内学級によるカンファレンスが提案された段階です。資料１の経過を看護師から十分に知らされている
と仮定してください。
資料１：経過のまとめ（全員がお読みください）
資料２：教員のまとめ（教員のみがお読みください）
【資料１：経過のまとめ

小児病棟のまとめ】

１．入院の経緯
長谷部大輔君がネフローゼ症候群の診断で 2011 年 10 月に入院してきました。地元の少年サッカーチームに属し、
学校でも「体育が一番好き」と日頃から話す運動好きな大輔君は、近く開催されるサッカー大会でのレギュラー出場
のために日々練習に励んでいました。今回の入院により、サッカー大会をあきらめなければならないことが悔しくて
しょうがない状態です。
両親は 8 月頃から手足が太くなってきたことや練習後「疲れた」とゴロゴロと横になる姿に気がついていましたが、
夏の暑さの中、サッカーの練習を頑張っていたためと思っていました。新学期が始まり担任の先生や保健室の養護教
諭から「疲れやすく、むくみがあるようなので病院に行ってみてはどうか」と連絡され、かかりつけの近医を受診、F
総合病院小児科に入院することになりました。両親からは「（大輔君への）配慮が足りなかったのではないか」との発
言が聞かれています。
入院当日、両親と大輔君へ主治医から
・	
  原因不明の病気であること
・	
  入院は最低でも 2 ヶ月に及ぶこと
・	
  治療は食事制限、ステロイドの大量投与を予定していること
・	
  ステロイドの副作用のこと（空腹感・ムーンフェイス・体毛が濃くなる・易感染の状態となる・情緒不安定に
なりやすく喜怒哀楽が激しくなる・・・など）
・	
  ステロイドの効果がない場合もあること
・	
  一度よくなっても 70％は再発すること
・	
  再発時はまた入院して治療をやり直すこと
など が説明されました。
説明後、母親は「たくさんの事を聞いて・・・初めての言葉もあって・・・」
父親は「インターネットとかでも調べてみます」
大輔君は「しばらく入院する。サッカー大会に出場できない」 と話していました。
２．入院後 3 週間ほどの経過
入院直後よりステロイド剤の大量投与が始まりました。内服薬での投与だったため点滴はありません。食事は塩分
0mg とカロリー制限があり、飲み物もカロリーの少ない飲料のみ許可されました。
4 人部屋で健介君（７歳・血液疾患）と誠君(12 歳・心疾患)が遊び友達でしたが、新入りの大輔君は二人が院内学級
へ行っている間など、暇を持て余すようになり、徐々に午後に保育士が訪問する遊びの時間を楽しみに待つようにな
っていました。
入院から 2 週間が経過した頃、浮腫は軽減しましたが、なかなか蛋白尿が改善しないことに今後の治療スケジュー
ルの延長を心配した主治医と担当看護師は両親へ院内学級への転入手続きを提案しました。
両親は大輔君と相談の結果、学級の先生と面談して決めたいという返答がありました。

そこで院内学級の先生に依頼があり、面談が行われました。先生は健介君たちと病室を訪れたこともあるので、大輔
君も先生と話したことがありました。面談の結果、転校を決意され、手続きを済ませたところです。
これまでの経過から入院が長期化する可能性が高く、院内学級への手続きも終えたところで、今後の支援に向けた
共通理解と恊働が出来るようにしたいと関係各職種を交えたカンファレンスの開催が予定されることになりました。

＜家族構成＞
父：長谷部雄介(42 歳) 会社員
母：長谷部陽子（40 歳）パート勤務 月曜から木曜の 10〜16 時
兄：長谷部健人（13 歳）私立中学に通学
本人：長谷部大輔（8 歳）公立小学校に通学
妹：長谷部亜子（4 歳）保育園に通園
＊近くに親戚がいないため、妹の面倒は母の友人や保育園のママともにお願いする予定。
自宅：病院から 40 分程だが直通の公共交通機関がなく、電車とバスを使い 2 時間ほどかかる。
生育歴：これまで既往なし 乳幼児健診での指摘なし
予防接種歴：麻疹・風疹・三種混合ワクチン・BCG・ポリオは接種済み
水痘・ムンプスは未接種で罹患もしていない

３．カンファレンス前に病棟が把握している情報
（１）看護師からの情報
入院当初の大輔君は「ご飯の味がしない」
「まずい」と訴えていましたが、最近は「おなかが空いた」と空腹感が増
す訴えに変わってきています。大輔君は自分から看護師に「お薬は？」と聞いてくれることもありますが、
「いつまで
入院かなぁ〜」
「外でサッカーがしたい」と話すことが増えてきました。病気のイメージがわかないようですが、入院
のルールや説明された服薬行動は対応できています。唯一、病棟から売店などへ行く際のマスク装着が苦手なようで
す。
（２）保育士からの情報
同室の健介君や誠君が院内学級に行っている間がとても寂しそうなことが多く、その時間に訪室してゲームなどで
遊ぶようにしていますが、ゲームではだんだん楽しめなくなってきているようでした。何が好き？と問うと、
「外で遊
びたい」と言います。また「お母さん忙しそう・・・」とつぶやいたことがありました。
院内学級に行けることが決まってからは、お話してくれることが増えてきました。おうちのこと、サッカーのこと
を少しずつ話してくれるようになっています。
（３）教師からの情報
同室の健介君や誠君が院内学級で大輔君の話をよくしていて、少しずつサッカーが好きなことなどが伝わりました。
病室に大輔君や誠君を訪ねたときに一緒に遊んでいる大輔君とも話をしました。サッカーのことなどを話してくれま
す。また、院内学級ってどんなところと少し興味を持っています。
【資料２：教師のみの情報】
院内学級の教員は転入の手続きをした後、地元校の担任と連絡を取り合うことについて保護者に了解してもらいま
した。また、本人の趣味、得意なスポーツ（サッカー）、教科（体育）、遊び（屋外で体を動かすこと）を聞きました。
地元校には、担任に病名と 2 ヶ月ほど入院することを伝えているそうです。担任は保護者から聞いたことを管理職
と養護教諭には伝えています。クラスの子どもたちには病名は伝えていませんが、大輔君がしばらく入院することを
話し、みんなが書いたお見舞いの手紙をもって見舞いに来たそうです。
院内学級の教員から担任に連絡すると、ワークや宿題を持って行くことを保護者に聞こうと考えていたところでし
た。学級通信やプリントを今後も送ってもらい地元校とのつながりを保つことを依頼しました。
また、地元校の教科書を確認して院内学級で用意しました。
転入が決まったので大輔君のところに院内学級の時間割を持って行き、説明をしたところです。同室の健介君と誠
君が院内学級に通っているので自分も早く行きたいと意欲的でした。

【セミナーのまとめ】
セミナーでは、事前に提出された個別支援計画に基づいて議論を深めましたが、下記のようなまとめが行われまし
た。
話題になった課題の一つに、
「サッカー少年であった大輔君に、これからどれだけサッカーができないか分からない
時点で、サッカーのことを（会話や学習での）話題にしたり、サッカーの関係者との交流を促進して良いのか」とい
うものがありました。これについて、できるだけ積極的に話題にしたいという意見から、慎重に考えるべきだという
意見までありました。これは子どもの言動や親の思いを踏まえて判断すべきところです。本人からサッカーのことが
話題に出たり（今回の事例では、教師や保育士にはサッカーのことを話している）、交流したいという要望が出ない場
合、もう少し検査結果が落ち着いてからの方がよいのではないかという意見も出されました。
さらに、親の意向も考えておく必要があるという意見もありました。慢性疾患の子どもを見守り支えていく柱は親
であり、その気持ちの整理を忘れてはならないからです。親の心は子どもに微妙に反映するので、大輔君が母親にサ
ッカーのことを話題にしていない場合、母親が嫌がっていることも考えられます。
サッカーができないことは一種の喪失体験ですが、そのことの本人への影響は慎重に検討しなければなりません。
喪失体験や「うまくいかない体験」には避けられないものがある中で、その子なりの対処に目を向ける必要がありま
す。そのやり方を認め、それでは本人が困るようなら、違うやり方も提案していく必要があります。辛いときには、
傍らで気持ちが落ち着くまで一緒に過ごす、しばらく一人にする、気分転換を考えるなど、様々なかかわり方があり
ます。その子の心の流れを踏まえ、また支援者と子どもの関わりの中で、子どものエネルギーが働き出すようになる
ことを待ちましょう。
また、しないですむ喪失体験を増やさない＝連続性の確保という観点で、遊びや学習の計画を考えていただきたい
と思います。遊びや学習があり、友達がいる、ということに大輔君は喜びを感じているようだということは記録から
ある程度明確です。それが「もとの学校や地域のもの」でなくて、あらたに作られる院内での経験として提供される
ことも、「連続性の確保」の一形態と考えてよいと思います。『入院して儲かった』という表現もあります。
遊びや学習の中で、サッカーを話題にしない場合もあれば、する場合もあると思います。遊びでは分かりやすいで
すが、学習の中で、たとえば自己紹介を兼ねた作文にサッカーのことを書いたりすることがあると思います。どのよ
うに表現するかは本人が決めることです。私たちにできることは、本人の感情表出の場を提供すること（保育でいう
環境構成もそのような意味合いがある）ではないでしょうか。
「辛いな」
「悲しいな」といった感情が表現されたときは、それは傍にいる支援者に対する信頼の表れでもあると考え、
ていねいにかかわってあげましょう。生活の場での感情表出の扱い方は、今後のセミナーの課題としたいと考えてお
ります。
学習に関しては、子どもなりにいろいろな意味づけがなされます。どのような意味づけがあり得るか、記しておき
ましょう。
•
•
•
•
•
•
•

学力の獲得・進路の保障
自分にできることがある
みんなと同じことをしている
学習の予定がある
自分の良いところが見つけられる
嫌なことが忘れられる
その他

その子が、そのとき、その学習に、どのような意味づけしているかは、さまざまです。いずれにしても、子どもの
サインを読み取り、見たてを修正していく作業を大切にしていきましょう。

模擬事例３
喘息といわれて入院してきた 1 歳児
病気の子どものトータルケアセミナー in 札幌 2012 第 1 回

本研修会は医療保育士を対象として企画したものであり、フォーカス、進行手順も、このことを念頭に設定
されていることに留意してください。

【フォーカス】
①	
  1 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	
  遊びやかかわりのレパートリーを増やす

【進行手順】
午前

保育支援計画についての保育士による講義

午後

グループワーク（保育士＋看護教員）

グループワーク１（計画立案と議論）
1. ケースを読み合わせて、下記を検討する

・・・

20 分

・現在の情報からのみたて
・不足する情報とその情報を加えたときに予測されるみたて
・予測される支援の柱と具体例
2. シート＊への書き込み
3. 発表

・・・

・・・

20 分

20 分

＊シートは、本プログラム集巻末資料：表９の原案を用いた

グループワーク２（ロールプレイ）
1. ロールの決定

・・・

2. 不足情報の追加
3. 若干の練習

5分

・・・

・・・

10 分

4. 全員の前での実施と質疑

シェアリングとまとめ

10 分

・・・

35 分

札幌セミナー2012＃１模擬事例
1 歳半の望⽊啓太君（ケイちゃん）が、10 ⽉ 20 ⽇の未明に⼊院してきました。今⽇は
⼊院２⽇⽬です。吸⼊と点滴で、症状は緩和していますが、はじめての場所に緊張してお
り、看護師をみると⼤泣きしてしまいます。吸⼊するのもたいへんで、お⺟さんも困って
おられます。
看護師から、ケイちゃんが少しでも安⼼できるように、保育⼠として関わって欲しいと
の依頼がありました。
看護師からの情報は次のようなものです。
①点滴が左⼿に刺⼊されている/左⼿背は点滴で固定されている
②吸⼊は⼀⽇

４回

（９時・１３時・１７時・２１時）

③ベッド上で座って遊べるようにしてほしい
④ケイちゃんは⼆⽇ほど前から咳をしていたが、⾵邪気味と思って様⼦を⾒ていた。し
かし、昨夜、急にゼイゼイいうようになって S 病院に受診、そこで喘息と⾔われ、シ
ョックだったとお⺟さんは話されている。お⺟さんとしては、咳をしていたときに、
すぐに受診せず、保育所に通わせていたことを悔いているようだ。
⑤ ケイちゃんは看護師をみると⼤泣きしてしまう。吸⼊するのもたいへんで、お⺟さ
んは困っている様⼦である。特に吸⼊の時は、泣いて、⾸を振ったり、⼿⾜をばたつかせ
て/⼿で吸⼊し管を取り払おうとしたりして、吸⼊が効果的でできない。お⺟さんもケイち
ゃんをなだめられず、疲れ切っている。
⑤いまは、お⺟さんが仕事を休んで付き添っているが、明⽇は祖⺟と交代する予定。
家族
⽗

望⽊啓介３２歳

会社員

⺟

康⼦ 29 歳 教師

姉

悠

3 歳（同じ保育園）

隣町に⽗⽅の祖⽗⺟
○お⺟さん役がすること
ケイちゃんの⽇常⽣活の様⼦、好きな遊び、対⼈関係（⼈⾒知りの強さなど）
、安⼼でき
るものなどを決めておいてください。ケイちゃん役と相談してもらって結構です。

  
  
  
  
  
  
  
  

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」
研修プログラム集

その２

個別支援計画の立案と実施

2014 年 10 月 31 日（金） 第１版発行
編著者：谷川弘治
発行者：谷川弘治
〒803−0835

北九州市小倉北区井堀 1-3-5

西南女学院大学保健福祉学部 谷川研究室

093-583−5251／kota@seinan-jo.ac.jp

本冊子は、日本学術振興会科学研究費補助金基盤研究（Ｃ）（研究課題番号 23531321）の
助成を受けて作成した。
This publication was supported by JSPS KAKENHI Grant Number 23531321.

Copyright © 2014 Koji Tanigawa

