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Ⅰ

医療の場にある⼦どもと共にある教師，保育⼠の働きを捉えるために
「対話」モデルによる教育，保育の振り返り

はじめに
少なくともここ 30 年ほどの病弱教育と医療保育は，それらの実践の本質を問う営みとともに進んできまし
た。とくに遊び，学び，⼈とのかかわりなどの機会を提供することが，⼊院中の⼦どもたちの⽣きる⼒を強め
るという直感について，さまざまな⾓度あるいは⽴場から，検討されてきています。
近年の医療の変化の中で，⼊院中の⽀援にだけでなく，治療や定期検診を続けながら⾃宅を中⼼とした⽣活
を送ることができる⼦どもたちが増えてきています。⾃宅療養中は⼊院中よりも専⾨的⽀援の質や量が限られ
がちです。もとの学校に復帰するときが⼦どもにとって⼤きなハードルとなることもあります。復帰後のセル
フケアの継続，友達関係，進路など，思うようにいかずに悩むこともあります。⼦どもたちは，それぞれ⾃分
なりのやり⽅で，これらの状況と向き合っていきますが，何が⼦どもたちを⽀える⼒となっているでしょうか。
ここに⽬が向けられるようになって久しいですが，最も喜ばしいことの⼀つは，成⼈した⼩児慢性疾患患者・
経験者の皆さんと⼀緒にこの作業を⾏うことができるようになったことでしょう。
⼊院中の保育や教育については，時々の⼦どもをどのように⽀えてきたのか，⼦どもの中に蓄積されたもの
は何か，それらは，その後の⽣活にどのような影響をもたらしているのかというつながりの中で，問題を系統
的に検討していくことが必要です。こうしてデータが蓄積されることが必要ですが，多くは後⽅視的，かつ記
述的な資料となります。本⼈の語りは，その時点での意味づけとして貴重である⼀⽅で，記憶に頼る部分が⼤
きく限界もあります。前⽅視的な研究も始まっていますが，医療保育や病弱教育においては⼦どもの歩みをポ
ートフォリオとしてまとめ，本⼈に受け継がれていくようになることを望むものです。
このように，⼦どもの⼊院⽣活だけでなく社会⽣活あるいは⽣涯発達における病弱教育や医療保育の役割を
検証するマクロな視点に⽴った作業は，専⾨性を⾼め，実践の質向上の⽰唆が得られるという意味で重要です。
しかし，それらは，⼦どもと教師，保育⼠との⽇々のかかわりあいの積み重ねに依存するものでもあります。
⼦どもの歩みはこうして築かれていきますから，⽇々のかかわりあいのプロセスにも⽬を向けていかなければ
なりません。以下では，ミクロな視点での実践の記述と振り返りのあり⽅から，検討してみたいと思います。

（１）実践を⾒つめる

アウトカムに軸⾜をおいた評価からの脱却

わたしたちは 2009 年から教師や保育⼠が医師や看護師など多様な医療スタッフとともに学ぶ多職種合同研
修を計画し，継続してきました。この 8 年間は保育⼠や教師の成⻑過程に寄り添う機会として貴重なものでし
た。少しずつですが，実践の構成のための視点が整理されてきています（たにやんのホームページ
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http://kota.la.coocan.jp/index_seminar.html）。

病気の⼦どもの保育や教育のニーズは，医療スタッフや家族との協働を前提に，⼦どもとのかかわりの中で
明確になっていくものです。それは，医療従事者と教師あるいは保育⼠によって評価された必要が，本⼈・家
族と関係者の相互⾏為を通して，個々に即したものへと構成されていく過程であり，何を⼦どもの必要と考え
選択するか，判断に迷う場⾯においては時々の教師や保育⼠の機転がその後の展開の結節点となることも少な
くありません（『テキスト特別⽀援教育』pp 85-86）。体調が悪いとき，ショックなことがあった後など，院内学級に
出かけるか，勉強するか迷うなど，⼦どもたちもどうしてよいか分からないというときがあります。がんの⼦
どもたちにかかわる院内学級の教師たちは，体調が悪いときのかかわりにおいて「まずは関わって反応をみる
こと，その際に⼦どもが⾃分の意思で過ごし⽅を決定することなどを強く意識」していました（『臨床における⾔
葉の運⽤からみた医療保育と病弱教育（仮称）』の発⾏と検証）。教育において「知識やスキルを⾝につけたか」が問われる

場⾯では「どういう動機で，如何に⾝につけたか」が併せて問われることがありますが，「いまをどう⽣きる
か」が問われる場⾯で「対象はどう⽣き，⽀援者はどう寄り添ったか」を問うことは，さらに難しいものです。
こうした問いが⽣起する場で，とくに実践の展開に影響を与える結節点となった場⾯における⽀援者としての
思い，迷い，判断そして働きかけと⼦どもの反応に注⽬する必要があります。以上のことは保育においてもあ
てはまりますし，親とのかかわりや協働のパートナーである医療スタッフとのかかわりにもあてはまります。
さまざまな実践報告に接する中で，実践の展開を左右したと思われる場⾯についての振り返りが不⼗分なま
ま，ねらいの達成をもって⽀援計画は有効であったとする考察に出会うことがあります。これは結果（アウト
カム）に焦点づけた評価であり，必要ではありますが，⼗分ではありません。結果に⾄るまでに⾏った働きか
けと，その働きかけを⽣み出した判断，その判断に潜んでいるリスクとそのマネジメントについては，どう考
え，⾏動したかといったところを⼤切にすることで，この実践の形式的な模倣を防ぎ，⽣きた実践知を共有す
ることができます。少なくとも医療の場での実践にはリスクがつきものであるということは忘れないようにし
たいものです。
“医療器具を⽤いての情報提供や遊びを提供したが，⼦どもが怖がってしまった”といった初歩的なミスはさ
すがになくなってきていると思われますが，どのようなリスクマネジメントが必要でしょうか。不安や恐怖に
対する対処⾏動は安全と安⼼が提供されることで強化されるという理解，知ることは不安を誘発しうるもので
もあるというリスクへの配慮，安⼼と不安のバランスをとるための個別的なアセスメントなどをあげることが
できるでしょう。
⽀援者として迷う場⾯で，どきどきしながらかかわり続けたという経験をおもちの⽅は多いと思います。そ
のときの⼦どもたちの反応からは教えられることが⼀杯あります。わたしたちを⽀え，⼒をつけさせてくれる
のは，⼦どもたちです。その中で得られた実践知こそが職種を越えて共有され，ブラッシュアップされていく
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べきものです。まずは，形式的なアウトカム評価から，内容のあるアウトカム評価とプロセス評価に軸⾜を移
していきたいと思います。

（２）⼈の⾏為としてのポイエーシスと保育，教育

レヴィ=ストロースは構造⼈類学を構築してこられた⽅で，ご存知の⽅も多いと思います。彼は⽇本
の調査も⾏っており，その際に⽇本の研究者と意⾒交換する機会を精⼒的に設けていました。わたしが
学⽣として京都にいた時期に重なりますが，レヴィ=ストロースは 1977 年 11 ⽉京都国際会議場におけ
る「労働の表象」という講演で，わが国の職⼈たちの仕事について⽰唆に富む考察を⾏っています
（『構造・神話・労働』）。そこで彼は⻄洋で使われる労働（トラヴァイユ travail）とは異なるさまざま
な労働の概念を収集しなければならないこと，⽇本の職⼈の仕事をみているなかでポイエーシスという
古代ギリシャの⽤語にたどりついたことを述べています。古代ギリシャでは⼈の⾏為をプラークシスと
ポイエーシスに分けていたそうです。プラークシスとは「⾏為をする⼈間が⾃分⾃⾝の⽬的のために事
物を使⽤する⾏為」であり，ポイエーシスとは「事物をそれ⾃体の⽬的のため，あるいはそれを使⽤す
る⼈の⽬的のためにつくり出す⾏為」のことです。レヴィ=ストロースは，「たとえば，椅⼦の本質と
はその使⽤⽬的に各部分が完全に適合することであり，それはすでに材料である⽊の中に存在するので
あって，職⼈の役割は，この本質をできあがった物体に移し替えるだけです」と述べています（『構
造・神話・労働』p 89）。素材のもっている本来的な性質を最⼤限引き出すことに職⼈の仕事の本質を⾒

いだしたといえるでしょう。
これに倣って教育や保育を考えると，教師や保育⼠は，⼦どものもっている本来的な性質を最⼤限引
き出す仕事であると⾔えるでしょう。ポイエーシスの定義の後半に着⽬した場合，⼦どもが培ってきた
性質を使⽤する⼈，それは⼦ども⾃⾝と考えられます。⼦どもが⾃分の⽬的のために⾃分の培ってきた
性質を使⽤できるように，教師や保育⼠は⼦どもとかかわらなければならない。⼤⼈たちも⼦どものこ
うした性質に共感できるからこそ，⼦どもに寄り添い，向き合うことができるのだと思います。
教育（保育における教育の働きを含む）を考えるとき，科学的知識や技術の伝達はもちろん重要な教
育の課題でありますが，その⼟台として，⼦どものもっている本来的な性質を培っていくという課題を
忘れてはなりません。⼦どものもっている本来的な性質に関しては，ルソーのエミール以来，数多くの
議論がなされてきていますが，医療保育や病弱教育は，医療の場で⽣活する⼦どもたち，いのちと向き
合っている⼦どもたちの視点から，安全，安⼼，安楽，楽しみ，遊ぶこと，学ぶこと，かかわること，
傍らにいる（ひとりぼっちにしない）ことの意味を⾒つめてきました。また，⼦どもの幸せを願う⼈々
の協働によってこれらの実現可能性を少しずつでも⾼めてきました。このように，⼦どもたちが病気と
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治療に伴う⾟さの中で⽣きる⼒としてもちいることができる⾃分⾃⾝の本来もっている性質を育むこと
が，教育と保育の営みの本質であると思われます。

（３）「働き⽅の未来 2035」と保育，教育
安倍第２次内閣はこれまでにないスピードで，⽇本の社会構造を変えようとしています。政策の基盤になっ
ている考え⽅とその社会への影響について慎重に⾒極めていく必要があります。学習指導要領改善の議論の中
でも取り上げられていますので（『幼稚園，⼩学校，中学校及び特別⽀援学校の学習指導要領等の改善及び必要な⽅策等について
（答申（案））【概要】』），ここでは

2016 年８⽉に出された『「働き⽅の未来 2035」〜⼀⼈ひとりが輝くために〜』

（以下，報告書）に注⽬したいと思います。
報告書は今後の技術⾰新の⾒通しを基盤において働き⽅がどのようにあるべきか，それを⽀える労働政策と
社会システム，とくに教育のあり⽅について考察しています。柱は，どういう仕事が⼈から AI に移⾏してい
き「⼈にしかできない仕事」は何かという議論と「雇⽤関係はどう変わるか」ないしは「どう変えたいか」に
ついての議論です。
「⼈にしかできない仕事」としては，①⼈間性による価値判断，②ヒューマンタッチ，③企業経営や企画（起
業）があげられています。また，雇⽤関係については，①時空に縛られない，②充実感が持てる，③プロジェ
クト型，④働き⽅の選択，⑤兼業・副業・復業，⑥企業への帰属意識の低下があげられています。ここで軸と
なっているのは，いわゆる正社員という概念がなくなり（それをなくし），
「労働者はときどきで労働⼒を購⼊
する（企業は労働者の能⼒をときどきで購⼊する）」という捉え⽅にあります。労働者側から⾔えば「⾃信を
もって売り込める」という状況にあることが必須条件となります。こうした働き⽅に働きたい⼈々のすべてが
対応できると考えるのは楽観的すぎますから，「⾃信をもって売り込める能⼒の開発」が教育の主要な役割と
なってきます。そのため⽣涯教育のあり⽅として，⾃⽴するための教育，⽣涯やり直しができるための教育，
多様な⼈材に合わせた教育について提⾔しています。⼀部は⼤学教育等の政策に取り込まれているものですが，
やり直しが難しい⽇本社会の現実を変えていけるか真価が問われることになります。
慢性疾患や障がいのある⼈たちにとって⽣活と仕事を⽀援する AI を含む技術の進歩がもたらす恩恵は⼤き
いものがあります。ロボット技術のここ 10 年ほどの発展を考えればお分かりいただけると思います。さまざ
まな制約を克服して活動の⾃由度が⾼まり，なおかつ多様な働き⽅を選択できる状況ができれば，社会参加の
可能性は⾼まるでしょう。ここで最も難しいと思われるのは，報告書が前提としている多様性を受け⼊れる成
熟した社会の実現という課題です。近年進⾏している格差拡⼤，異質なものを排斥する傾向などをみるとき，
楽観的な将来像を描くことに躊躇する現実があります。
最近の 10 代の若者たちの中には「AI に使われる⼈になるか，使う⼈になるか」という議論があるようです。
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このような単純な⼆分化は「失敗を恐れる」という点で，⼀頃の「勝ち組，負け組」と同じ⼼性を表している
ように思われます。AI が組み込まれたサービスは知らず知らずのうちに使⽤されているものです。⼤⼿通販
サイトなど Web に表⽰される「おすすめ商品」によってまったく誘導されない⼈は少数だと思われます。
「AI
に使われる」とは意思決定を誘導されるという意味だとすると，多くの⼈は AI に使われていると⾔えるのか
も知れません。しかし「おすすめ商品」の表⽰によって，これは確かに必要だと気づかされることもあります。
AI を賢く使うにはその仕組みの概要を理解していること，ＡＩがもたらすものに直接的に反応しないで⾃分
なりに考えてみる“間”をもつことが必要でしょう。
問題は「使う⼈と使われる⼈」という⼆分法にもあります。このような⼼性に違和感をもち続けるには，お
互い様という意識をもつこと，⼤きな社会変動の中で失敗することは恐れることではなく，⼿をさしのべ，失
敗の教訓を共有することこそが必要ではないでしょうか。インターネット上の発⾔が差別や暴⼒を助⻑すると
いう深刻な状況を考えるとき，⼈々の不安が基盤にあって，それは駆り⽴てられやすいということに⽬を向け
るべきだと思います。かつて，ラジオ放送などアナログのメディアも扇動の道具として利⽤されてきた歴史が
あります。同様にインターネットの⼆⾯性には，つねに注意を向けなければなりません。
さらに，⼈々の不安，⽣活苦そのものにも⽬を向けていく必要があります（『「不要な存在」になる不安 ⼤⻄隆編集
委員が聞く』）。働き⽅改⾰の議論は，みなが⾃分の能⼒を発揮できる社会を作るという理想を掲げている⼀⽅で，

「⾃分はいらない⼈なのだろうか」という不安が広く潜在化してきていることに⼗分に応えていないように思
われます。
病弱教育や医療保育，さらに医療や看護は病気の⼦どもたちが⾃分らしく⽣きていく可能性を⾼め⼈として
の尊厳を守る営みであり，痛みや⾟さに向き合わざるを得ないときに寄り添ってくれる教師や保育⼠，そして
医師や看護師の営みの根源に，安寧は⼈の⼿で提供されていくという事実を⾒いだすことができます。⼀つ⼀
つが⼤切ないのちであり，かけがえのない⼈であるという強い思いに裏打ちされた営みでもあります。「使う
⼈，使われる⼈」「勝ち組，負け組」という⼆分法を克服し，⼀⼈ひとりが⼤切な存在であるとする思考⽅法
の⼟台も，ここに据えられる必要があるのではないでしょうか。

（４）「対話」の過程によって⽀えられる実践過程のモデル化
ここで⽇々の実践をどう捉えていくかについて，仮説的な提案をしておきたいと思います。つまり「対話を
伴う実践」という捉え⽅についてです。
わたしたちは実践過程をＰＤＣＡサイクルで語ることが多いと思います。改定された医療保育専⾨⼠のテキ
ストである『医療保育セミナー』では次のように表現しました（fig.1）1)。
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情報収集（⼦ども・家族の状況把握）⇒アセスメント⇒保育計画の⽴案（本⼈・保護者の同意）⇒保育の展開⇒評価と計画の⾒直し
fig.1 保育の過程（『医療保育セミナー』p 10 より作成）

実際の保育は安⼼を提供しつつ情報収集にあたる出会いの場⾯から始まっており，情報収集から保育の展開
までを「保育の展開」ということもできます。とくに短期⼊院でのかかわりについては「情報収集から保育の
展開までの過程を同時進⾏で進めざるを得ない」という注釈が必要となります（『医療保育セミナー』p 10）。実践状
況を統合的に表現するのは難しいのですが，保育の過程を，依頼を受けての情報収集から始まる「初期の保育
の展開」が「より計画的な保育の展開」に置き換わっていく過程と捉え治すことを提案したいと思います。教
育の過程も同じように展開していきますので，合わせて表現しました(fig.2)。
・・・・・・・・・・初期の展開過程・・・・・・・・・・・・・より計画的な展開過程・・・・・・・・・・
保育・教育の流れ：ジョイニングと情報収集（⼦ども・家族の状況把握）⇒（⽅向性をさぐる保育・教育の展開）⇔ ⼀定の⽅向性での保育・教育の展開

対話の流れ：

情報蓄積とアセスメント ⇒ 保育⼠・教師の意図とはたらきかけ ⇔ ⼦ども・家族の意図と⾏動 ⇒ 情報・アセスメント・意図・はたらきかけの評価と⾒直し
fig.２ 「対話モデル」による保育・教育の過程

ここでいう「保育・教育の流れ」は，１つの事例の⼊院から退院までの流れの中での保育あるいは教育の展
開です。ジョイニングとは，初めての出会いや再度の⼊院によるしばらくぶりの出会いの場合での，⼦どもと
家族との波⻑あわせの作業のことをさしており，とくに初めて出会う場合，⼦どもと家族によって保育⼠ある
いは教師は何をする存在かが把握され，信頼関係の形成がなされていきます。「ジョイニングと情報収集」の
段階ですでに保育・教育は展開されており，そこで得られた情報によって対象理解が深化し，⽅向性が探られ
ていきます。その意味で「⽅向性を探る保育・教育の展開」は「ジョイニングと情報収集」と重なります。こ
うしていま何をなすべきか⽅向性が⾒定められていき，「⼀定の⽅向性での保育・教育の展開」の段階に移⾏
していきます。「⽅向性を探る保育・教育の展開」を中間に独⽴させたのは，⼀定の⽅向性が⾒つかったのち
にも状況の変化等によって再度⽅向性を探る必要が⽣じる場合があるからです。そのため両者の間を
はなく

⇔

⇒

で

で表しました。

つぎに「対話の流れ」の位置づけですが，ここでは「保育・教育の流れ」の全体が「対話の流れ」によって
⽀えられていると考えます。「対話」には⾮⾔語的な要素，メタコミュニケーションの要素も含めて考えるべ
きです。保育⼠・教師が蓄積している情報，意図，働きかけは，対話の流れの中でその都度評価され，絶え間
なく⾒直しが⾏われているのが実際だと思います。そして，この絶え間ないやり取りのプロセスが，全体的な
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保育あるいは教育の流れを⽀え，ニーズを構成していくと考えることができます。次に，このモデルによって，
実践のプロセス評価の視点を得ることができることを⽰したいと思います。

（５）院内学級の教育による⼦どもの本来の性質の形成
ここで院内学級における教師と⼦どものやり取りに注⽬して，どのように⼦どもの本来の性質が引き出され，
形成されていくのかを検討してみたいと思います。昭和⼤学病院のさいかち学級での副島賢和先⽣の実践で，
ＮＨＫの「プロフェッショナル仕事の流儀」で取り上げられた場⾯を，先⽣の了解を頂きましたので検討して
いきましょう。

１）基本情報 樹君（9 歳） ⼝の先天的疾患で定期的に⼿術を受けてきた。今回は 8 度⽬。院内学級は初めての在籍。
２）経過（Ｃ：樹君，Ｓ：副島先⽣，Ｔ：もうひとりの教師，Ｍ：⺟親）
イ）ジョイニングと情報収集（⽅向性を探る）
第 1 ⽇⽬ Ｃ：⾃⼰紹介カードに記⼊して⾃⼰紹介をしようとしたが，緊張のあまり声が出ない。
Ｓ：代わりに読み上げる「好きな⾷べ物はラーメンとカレー。･･･」
「質問コーナーです」「はい」「ラーメンは何が好きですか？醤油，味噌，塩，豚⾻？」
Ｃ：「塩」
Ｓ：「バターは⼊っている」
Ｃ：「ううん」
Ｃ：その後の活動では緊張した状態が崩れない。
＊Ｓ：緊張を解きほぐし，伸びやかにさせたい（意図）。
第 2 ⽇⽬ Ｓ：パズルを勧める（根拠：前⽇，病室でパズルで遊んでいた）
Ｃ：パズルに熱中し，笑顔もみられる。
Ｓ：（パズルをしながら）⼩ 4 で学ぶ＜世界中の⼦どもたち＞という歌をかけながら歌ってみる。
Ｃ：（パズルをしながら）⼝ずさむ。
Ｓ：「この歌知っているんだ」
Ｃ：「4 年⽣の最初の⾳楽でやる」
Ｓ：「あー そうなのか」
Ｔ：「世界中の⼦どもたちだった」
Ｓ：「怪獣じゃないよ」
Ｔ：「あっ せかいじゅう」
Ｃ：このやり取りの間，ニコニコしながらパズルをしている。
＊Ｓ：⾃分からは話してこない。押さえ込んでいるモノがあるのでは（⾒⽴て）。
ロ）⽅向性を探る
第 3 ⽇⽬ Ｓ：国語で「そうだったらいい」の学習を提案。
Ｃ：考えて次を書き込み，⾃分で発表。初⽇のような緊張はなく読めている。
「早く退院できるといい。早くパスタが⾷べられるといい。早くクリスマスになるといい。
そうだったらいい。そうだったらいい。」
＊Ｓ：ネガティブな感情は書かれていない。とくに退院してから通う学校のことが書かれていない（みたて）。
第 4 ⽇⽬ Ｃ：「⽊曜に退院」
Ｓ：「⽊曜になったか」
Ｃ：「あした」
Ｓ：「あしたか。よかったな」
Ｃ：「午前しか来れない」
Ｓ：「はい。午前中は来てくれる？」
Ｃ：「うん」
Ｓ：「そうか」
・・・
Ｓ：「きまった？」
Ｃ：「ううん。⾦曜⽇に⾏こうと思ったんだけど，1 ⽇しかないから」
Ｓ：「うん。１回⾏かないで，来週からにしようかなと思っているのか」
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Ｃ：「うん。お⺟さん次第」
Ｓ：「お⺟さん次第なのか。あなたは？」
Ｃ：「別に。どっちでもいい」
Ｓ：「どっちでもいいの。いきてーとか，いきたくねーとかはあるの？」
Ｃ：「ない。とくにない」
Ｓ：「とくにないか。どっちでもいい感じか」
Ｃ：「うん。⾏っても⾏かなくてもいい」
＊Ｓ：話題を避けている。不安を⼝に出せば家族が⼼配すると⾃分の気持ちを抑え込んでいる（みたて）。
我慢しなくて良い，頑張らなくて良いと伝えたい（意図）。
ハ）⽅向性を定めてのかかわり２）
第 5 ⽇⽬ ＣとＳ：午前中の授業を終えて病室に向かう。
Ｃ，Ｓ，Ｍの三者の場⾯
Ｓ（Ｍへ）：「これが勉強したヤツです」
Ｍ（Ｓへ）：「ありがとうございます」
Ｓ（Ｃへ）：「ちょっと学校戻るの⼼配？」
Ｃ：「うん」
Ｓ：「⼼配だよな」
Ｃ：・・・
Ｓ：「しんどかったらいつでもおいで。いつでもいるから」
Ｃ：・・・
ＳとＣ：右の拳をＣに向けて付きだすと，Ｃも右の拳を突き出して合わせる。
Ｓ：「ぼちぼちだね」
Ｍ：（ほほえんでいる様⼦がうかがえる）
Ｃ：・・・（じっと考えている様⼦）
Ｍ（Ｃへ）：「頑張るよね」
Ｓ（Ｃへ）：「よかよか。ここに来て頑張らなくても良いから」
Ｍ：「ふふふ」（Ｓの⾔葉を受け⼊れている様⼦）
Ｃ：・・・
ＳとＣ：「では，また」Ｓが敬礼するとＣも敬礼を返す。⼆⼈，⼿と⼿を合わせる。
Ｓ：「ではまた」
Ｃ：寝転がって「あーあ，退院か。・・・サイカチ学級があればいいのに。学校がここだったらいいのに」
＊このあと，１時間ほどサイカチ学級で遊んで，退院していった。

短期間のかかわりではありますが，副島先⽣，お⺟さんと樹君のかかわり合いの中での，樹君のこころの変
化がよく分かります。樹君の緊張や思いを閉じ込める傾向は，それまでの７回の⼿術を含む経験の中で，⼀⽣
懸命に適応しようとしてきたことによるものだと思われます。先天性疾患の⼦どもをもつ⺟親は⾃責の念を感
じやすく，9 年間の成⻑過程で樹君に⺟親を思いやる気持ちが働くようになっていたことが推察されます。
副島先⽣は初⽇から巧みなジョイニングを展開し，樹君のもっている「本来の性質」は何か，それを阻んで
いるものは何かを把握していっています。３⽇⽬からは感情表出を図り，⽅向性を確定させるためのかかわり
に焦点を当てていっています。いろいろ働きかけながらも，
「別に」とか「どっちでもいい」など，相互作⽤が
途切れる感覚を覚えておられたのではないかと思います。そこで退院の⽇に副島先⽣が選択されたのは，お⺟
さんもいる前でのやり取りでした。第５⽇⽬のやり取りの中での樹君の「

・・・

」という反応は，考えて

いる様⼦を⽰したものですが，この話題に対する⺟親の反応を⾒定めていたのではないかと思われます。先⽣
の働きかけは「代弁」と⾔われるもののひとつの形式と捉えることができます。⼦どもに向けて発⾔しながら
も，⺟親を責めない形で，⺟親にも伝えたいときに取られる⽅法で，⺟⼦間のコミュニケーションを変えてい
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くことにつながります。⺟親の反応をみて樹君は安⼼したのでしょう，「あーあ，退院か」という⾔葉が⼝を
ついて出てきました。
もう⼀つ注⽬されるのは，学校の話題に対して第４⽇⽬のようにコミュニケーションが途切れず，拳を合わ
せる，敬礼をし合うといった「共鳴」がみられることです。
「あーあ，退院か」という樹君の⾔葉が⾃発的なも
のであったことを裏付けるものと思われます。
教育の流れの中での対話の特徴を整理すると，次のようになるでしょう（fig. 3）。
①ジョイニングと情報収集の段階：パズルを通して強い緊張がほぐれ，副島先⽣の語りかけには応える
②⽅向性を探る教育の段階：不安が予想される学校復帰の話題を避ける
③⼀定の⽅向性での教育の段階：共鳴し合うようになり，学校復帰への気持ちを語り出す

教育の流れ：ジョイニングと情報収集（⼦ども・家族の状況把握）⇒（⽅向性をさぐる教育の展開）⇔ ⼀定の⽅向性での教育の展開

対話の流れ：
対話の特徴：

対話１⽇⽬２⽇⽬
語りかけに応える

対話 3 ⽇⽬４⽇⽬

対話５⽇⽬

ネガティブな話題を避ける

共鳴する

fig.3 「対話モデル」による副島先⽣と樹君の対話の変化

さらに注意しておきたいこととしては，副島先⽣の声かけに，お⺟さんが「いや，頑張って当然だ」という
反応を⽰さないかということがあります。先天性疾患のある⼦どもを育てる⺟親の思いは複雑にならざるをえ
ない⾯があり，⼦どもを追い込んでしまう時もあり得るからです。番組では語られていませんが，副島先⽣は，
そうはならないという⾒⽴てをもって（リスクマネジメントをして）臨んでいたのではないでしょうか。その
あたりについて，先⽣と語り合ってみたいものです。リスクマネジメントはときどきの対話の流れに⽬を向け
ることで検討できるという意味でも，このモデルに基づく振り返りは重要だと考えます。
「対話の流れ」の質的変化を捉えることで，副島先⽣が樹君のこころの動きを捉えながら，かかわりを展開
していった過程が浮き彫りになりました。また，⽀援過程の結節点となったかかわり（ここでは第 5 ⽇⽬のか
かわり）に⽬を向け，そのときの⾒⽴て，意図，判断，働きかけを評価することで，メリハリのある考察が⾏
えるように思われます。

おわりに
ここでは，ミクロな視点での実践の記述と振り返りの⽅法として「対話モデル」について検討してきました。
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『医療保育セミナー』では，保育のプロセス評価の視点として，⼦どもと保育⼠のやり取りはどうであったか，
⼦ども中⼼に取り組みを促進できたか，医療チーム・他職種との連携は適切であったか，保護者とともに保育
を展開することができたかを取り上げています（『医療保育セミナー』p.107）。副島先⽣の実践の検討では，⼦ども
と⽀援者のやり取りを「共鳴」という観点で捉え，⽀援過程の結節点を⾒いだしました。そして，リスクマネ
ジメントを適切に実施できたかという視点を加えることができました。今後，多様な実践の検討を加えること
で，「対話モデル」の検証とブラッシュアップを進めていきたいと思います。
「対話モデル」などを⽤いたミクロな視点での実践評価と，社会⽣活や⽣涯発達を視野に⼊れたマクロな視
点での評価が総合されることで⾒えてくる世界がどのようなものか，楽しみです。
（本稿は『病弱研通信』No95, 2017 に掲載された原稿を加筆・修正したものである。）

注
１）『医療保育セミナー』では『医療保育テキスト』で使⽤していた「保育⽀援」という表現を廃⽌し，「保育」に統⼀しました。
「⽀援」にあたる業務も，保育所保育指針で⽰されている保育に包摂されていると判断したためです。
２）副島先⽣の 5 ⽇⽬のかかわりを「⽅向性を定めてのかかわり」とみるかどうかについては，意⾒が分かれるところと思われます。
ここでは，退院を前にして，これだけは実施しておきたいという明確な意図を汲み取ることができたことから，このように捉えてみ
ました。
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Ⅱ

病院における遊びをどう捉えるか

はじめに
⻫藤淑⼦先⽣と坂上和⼦先⽣の著書『病院で⼦どもが輝いた⽇ ‒ ひろがれ病院内保育』が出版されて 21 年
が経過しました。この 20 年余りの医療保育の展開をみますと，1997 年 6 ⽉，第１回全国病棟保⺟研究⼤会開
催（⽇本医療保育学会につながる），2002 年，⼩児⼊院医療管理料への保育⼠・プレイルーム加算導⼊，2007
年，⽇本医療保育学会 医療保育専⾨⼠資格認定制度の出発，2016 年 6 ⽉，『医療保育セミナー』出版など，
制度的にも，理論的にも⼤きな前進があったことを確認できます。この間の保育⼠並びに医師や看護師などの
サポーターのご尽⼒はたいへん⼤きなものがありました。また，チャイルドライフスペシャリストやホスピタ
ルプレイスペシャリストのご尽⼒の中で 2011 年⼦ども療養⽀援⼠養成がはじまり，⼩児がん拠点病院の指定
などを背景に，期待が⾼まってきているところです。このように病気の⼦どもの成⻑・発達を促進し⽣活の質
を向上させる基盤は着実に形成されてきております。
専⾨資格認定制度の出発はそれぞれの専⾨性が明⽰され，共有されてきたことを⽰しています。わたしたち
に求められることは，専⾨的な資格をもって実践を展開している⽅々が⾃信と誇りをもって仕事を⾏える状況
を拡げていくこと，得られつつある実践知を整理，検討し，各々の理念，理論，技法等を⾒直し，向上させて
いくことです。それぞれの専⾨資格の原点にある⼦どもの遊びに⽬を向け続け，専⾨職が提供する遊び活動に
ついてあり⽅を深めていくことは，主柱となる研究課題であります。ここでは，⼊院中の⼦どもの遊びと専⾨
職が提供する遊び活動を軸に，実践の振り返りができるようになるために必要な知識と技術について，整理し
てみたいと思います。

（１）⼊院中の⼦どもの遊びと遊び活動
遊びを定義することは簡単ではありませんが，⼀般に，それを⾏うこと⾃体を楽しむこと，達成感を味わう
ことなどが⽬的である⾃発的な⾏為と捉えられています。⾷事のように⽣命維持のために必要な⾏為や，仕事
や学習のように他の何らかの⽬的ための⼿段である⾏為は遊びには含みません（⾷事，仕事や学習そのものを
楽しんだり，達成感を味わうことがないわけではありません）。遊びは⼦どもの内から発するものであり，Ⅰ
で述べた⼦どもの本来的な性質のひとつです。また，遊びは⽂化として社会から提供されるものでもあります。
遊びは⽂化として受け継がれていくだけでなく，新しい遊び⽂化が形成されていきますが，媒介としての⼤⼈
の存在を忘れてはならないでしょう。⼦どもたちは⽣まれたときから⼤⼈に⾒守られ，安⼼を得ながら，さま
ざまな遊びに興味をもち，遊びを通して友だちを得たり，⽂化を⾃らのものとしていきます。
⼊院中の⼦どもたちも，からだがかなり⾟いときや混乱しているときは別としても，おかれた状況の中で，
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いろいろなことをして遊んでいます。絵本を読んだり，歌を歌ったり，おもちゃを動かしてみたり，お⺟さん
にお話をしてもらったり，折り紙を教えてもらったり，⾃分なりにできることをみつけているのではないでし
ょうか。「⼦どもたちにとって遊びは⽣活そのものだ」という⾔質があるように，⼊院中の⼦どもの遊びを観
察することで，⼊院前の⼦どもの⽣活や，⼊院したこと，検査や処置があることなどが⼦どもの⼼⾝と社会関
係に与えている影響を推察することができます。わたしたちは，⼦どもの⾃発的な遊びの様⼦を⾒守りながら，
⼦どもが必要とする⽀援を⾒つけていかなければなりません。
不安や恐怖を感じたとき，⼦どもたちは遊びの中で，対処しようとします。安⼼できる⼈に⾒守られ，少し
でも楽しく過ごす，感情表出するなど，遊びによって不安や恐怖を和らげることができますが，⼊院環境は⾒
守られながら⾃発的に遊ぶことが阻害されやすいことに⽬を向ける必要があります。そのため，わたしたちは
⼦どもたちが⼊院⽣活によりよく適応していけるように遊びの時間を計画していきます。このように意図的に
遊びの時間を提供していく専⾨的な取り組みを，ここでは「遊び活動」と呼びます。
病気の⼦どもたちは医療上の必要からできないことがいろいろあります。⼊院中は医療上の理由でできない
ことが増えるだけでなく，環境的な制限が加わることもあります。遊び活動を通して，できることを⾒つけて
いくことが，⼦どもの⾃発的な遊びを変えていくことにもつながります。Table1 に安静を守りながらの遊び
活動の種類と⾷事制限がある中で⼦どもたちがしていることをあげてみました。ここには，⼦どもの⼊院⽣活
全体を捉え，⼦どもの視点に⽴って，できることを⾒つけていく姿勢が⼤切であることが⽰されています。
Table1 医療上の制限を守りながらできること
安静を守る遊び活動の種類

⾷事制限のある中で⼦どもがしていること

・安全で、安静を保持して遊べる環境作り
・ベッド上安静を維持できる遊び
・⽀援者がいれば安静を守りながらできる遊び
・⼤⼈がいなくても安静を維持しつつ安全に遊べる遊び
・安静や恐怖⼼などに伴うストレスを発散できる遊び
・あとで遊べるという⾒通しをもたせるかかわり

・たべもののことに触れない
・ごっこ遊びの中で⼈に⾷べさせることで代償している
・レシピを書き写すことで代償している

遊び活動は，⼦どもの⼊院までの経過，病状と治療の⽅向性，いつもの遊び（好きな遊び，お部屋の中でし
ている遊びなど）に関する情報，⼊院後の⼦どもと家族の様⼦に関する情報，⽀援者として病室などで⼦ども
とかかわりながら得た情報などを踏まえて計画されていきます。
遊び活動を提供する⽀援者は，⼦どもの⾃発的な遊びと遊び活動の両者に対して，次のように係わっている
と思われます。
①⼊院環境の中で⼦どもの⾃発的な遊びが安全に，安静度の範囲で⾏えるよう環境づくりをする
②⼦どもの⾃発的な遊びを⾒守り，⼦どもの体調，思い，⼈間関係の状況などを汲み取っていく
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③迅速かつ総合的なアセスメントに基づいて，計画的な遊び活動を提供していく
④遊び活動を通して，⽀援者がかかわらない時間帯での⾃発的な遊びを充実させていく
⑤遊び活動を通して得た⼦ども理解をもとに，⼦どもにかかわっている⼤⼈（親，医療スタッフ）の⼦ども理解を促進し
たり，その適切なかかわりを促進していく

また，遊び活動の基本的な流れは fig.4 のように描くことができます。保育⼠であれば保育の主要部分とし
て遊び活動がありますが，他の課題もあります。遊び活動の流れは保育の流れの中に位置づけて考えるべきで
す。この点は柔軟に考えていただきたいと思います。

遊び活動の流れ：ジョイニングと情報収集（⼦ども・家族の状況把握）⇒（⽅向性をさぐる遊び活動の展開）⇔⼀定の⽅向性での遊び活動の展開

対話の流れ：

情報蓄積とアセスメント ⇒ ⽀援者の意図とはたらきかけ ⇔ ⼦ども・家族の意図と⾏動 ⇒ 情報・アセスメント・意図・はたらきかけの評価と⾒直し
fig.４ 遊び活動の過程

（２）病院における⼦どもの遊び活動の分類と職種間連携
⼊院している⼦どもを含め，⼼理的なリスクを抱える⼦どものために提供される遊び活動は，いくつかの流
れがあるように思われます。イギリスでは⼊院だけでなく，虐待，いじめなど，リスクを抱える⼦どもの
therapeutic play activities（以下，治癒的遊び）という括りで整理されてきています。これには⼼理療法家の流
れ，ソーシャルワーカーやプレイワーカーの流れなどがあり，これらを統合する⽅向性をもった著書が公刊さ
れています（”The Handbook of Play Therapy and Therapeutic Play. Second edition”）。
病院で⼦どもたちに提供される遊び活動は次のように分類できます（Table２）（「治癒的遊び」p.155）。

Table ２

病院における遊び活動の分類

⽀援の種類

治癒的遊び（広義）

遊戯療法
治癒的遊び（狭義）

主たる対象の状態
⽀援の場

⽬的

⽀援の特徴

問題⾏動や⼼理的症状

⽇常的遊び活動

強いストレス状態

特別な場

さまざまな状態

⽇常⽣活の場（病棟など）

問題⾏動や⼼理的症状の改善

ストレス対処の⽀援

安⼼と楽しみ提供

発達の⽀援

発達の⽀援

発達の⽀援

治療的アプローチ

予防的・発達的アプローチ
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遊戯療法は，主たる対象の状態は問題⾏動や⼼理的症状を抱える⼦どもとその家族であり，その状態の改善，
解決や，その状態の影響を減ずることを⽬的とします。通常は特別なプレイルームにおいて時間を設定して実
施され，いくつかのルールがあります。もちろん⽇常⽣活を⽀える専⾨職との協⼒は重要であります。
治癒的遊びは，主たる対象は⼤きな⼼理的リスクを抱えているケースです。重い病気や怪我などによる強い
ストレス状態にある⼦どもとその家族であり，ストレス対処の⽀援を⽬的とします。⼼理的症状や問題⾏動が
顕在化するまえに，予防的なかかわりとして実施されるものです。
⽇常的遊び活動は⼼理的問題を抱えない場合はもちろんですが，抱えている⼦どもも含めて⽇常の場で，安
⼼と楽しみの提供を主たる⽬的とするものと考えられます。病院環境を⼦どもの⽣活空間として相応しい場と
することが⽬指され，⼦どもの⽣活を整えることにつながるものです。Hubbuck はこのような遊び活動は，病
院と家庭のそれぞれの環境が有するノーマルな⾯とそうでない⾯のギャップを埋めるという意味で治癒的で
あるとして治癒的遊びに位置づけています（”Play for Sick Children - Play Specialists in Hospitals and Beyond”）。Table２
に⽰すように治癒的遊び（狭義）に⽇常的遊び活動とあわせて広義の治癒的遊びが構成されます。保育⼠は⽇
常的遊び活動を中⼼に提供するものですが，⼦どもに導かれて狭義の治癒的遊びを提供するものでもあると考
えられます。保育⼠も狭義の治癒的遊びについて，その基本的知識と技術を学ぶことで，リスクマネジメント
を含む適切な対応が⾏えるようになる必要があります。
遊戯療法は臨床⼼理⼠などが⾏うものですが，その⽴場から，⼼理的問題を抱える⼦どもの⽇常⽣活を⽀援
する保育⼠や⼦ども療養⽀援⼠への助⾔が必要です。また，保育⼠は基本的に⽇常的遊び活動を展開しながら，
⼦どもの感情表出から，さまざまな思いを汲み取っていると思います。思いを捉え，その思いが展開していく
ようにかかわりながら，必要に応じて他の職種とともに考え，協⼒し合うことが求められます。
このように捉えるとき，保育⼠の遊び活動は⽇常的遊び活動が中⼼であり，必要に応じて狭義の治癒的遊び
を含むことがある。そのため，同じ職場に狭義の治癒的遊びを中⼼に展開する⼦ども療養⽀援⼠などの専⾨職
が配属されている場合は，その⼈たちとの協働が必要となる。さらに遊戯療法の対象となるような問題を抱え
ている⼦どもたちの⼊院⽣活を⽀えるために，臨床⼼理⼠と協働することも求められる，とまとめることがで
きるでしょう。これは仮説的な提案に過ぎませんので，個々の職場における分業と協業の考え⽅を尊重してく
ださい。
このような捉え⽅をすることで問題を整理したり，修練すべき専⾨知識と技術の内容を整理することができ
るのではないでしょうか。
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（３）⼼理的なリスクを抱える⼦どものための遊び活動と対話
⽇常的遊び活動を含む広義の治癒的遊びを計画するための情報収集とみたてはどう⾏うのか，遊びとしての
⾃由度をどう保つのか，⽀援者はどうかかわるのか（⾒守る，促進する，代弁する，など），⽇常⽣活場⾯で展
開されるために気をつけるべきことがらは何かなど，多⾓的な検討が求められます。ここでは，遊びを通して
展開される⼦どもと⽀援者との対話に焦点づけて，そのあり⽅を検討していきたいと思います。
まず『病気の⼦どもの⼼理社会的⼊⾨』から⼀例を⽰してみましょう。チャイルドライフスペシャリストの
夏路さんの事例です。

筆者との遊びの中で，3 歳の子どもが集中治療室で赤の丸と線が何十にも重なり合う絵を描き，それは「私よ」と言っ
た。その絵をベッドの近くの壁に貼るためセロテープを出すと，自分の描いた絵の真ん中にセロテープを貼り始めた。そ
れを見た母親は，
「せっかく描いた絵に何するの」とセロテープを剥がしにかかったのであるが，子どもの方は真剣そのも
ので，次々とセロテープが縦に並ぶように貼っていった。
「まだ終わっていないのね。とってもセロテープが貼りたいのね」
と筆者が言葉を掛けると，にっこりと微笑み，テープを貼り続けた。しばらくして満足そうにその絵を母親に差し出した。
（「予防的・発達的アプローチ（セラピューティック・アプローチ）」pp.101-102）

この 3 歳の⼦は，⾃分の集中治療室での経験を，描いた絵にセロテープを貼ることで表現しようとしていま
す。お⺟さんになにか伝えたかったのかも知れません。⼤切なことは，お⺟さんがセロテープを貼ることを⽌
めようとしたのに対して，夏路さんが⼦どもに向けて優しく「まだ終わっていないのね。とってもセロテープ
が貼りたいのね」と思いを汲み取り，この⼦との「対話」を進め⼦どもの反応を確認しながら，⺟親に⼦ども
のきもちを代弁したことです。⺟親を傷つけないよう，⼦どもに向かって語りかけていることは，素敵な配慮
だと思われます。
医療に限らず⼦どもが⾟く恐い思いを経験した後に，これらを遊びの中で反復する姿をみることがあります。
これは⼦どもにとって⼤切なことですが，みている⼤⼈たちは，それを制⽌する⽅向でかかわることがありま
す。ある保育⼠さんから伺ったエピソードですが，交通事故で⼿術をうけた⼦どもが退院間近にプレイルーム
で遊んでいたときのことです。その⼦は，何度も⼈形を壊そうとするので，⺟親はその都度制⽌したそうです。
そこで，保育⼠さんは⺟親がいないとき，⼈形を壊す⼦どもに「事故です。救急⾞をよばないと」と語りかけ
ました。すると，この⼦は救急⾞の運転⼿，医師になって⼈形を助けてあげる遊びを展開していきました。
このエピソードは，⼦どもの⾃発的な遊びを⾒守り，その意味を捉えると同時に，周囲の⼈たちの反応にも⽬
を向け，遊びを促進できるように配慮する必要があることを⽰しています。なお，近年，強いストレスを体験
した⼦どもへの⽀援において，その体験を「語らせる（ディブリーフィング）」のではなく，⾃発的に語るこ
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とに⽿を傾ける対応が基本とされるようになってきたことは⼤切にしたいものです（『⽇常⽣活・災害ストレスマネ
ジメント教育

教師とカウンセラーのためのガイドブック』p.11）。こうした配慮の必要性が典型的に⽰されているものに

「津波ごっこ」があります。⼤規模災害では，⼤⼈のこころも⼤きく傷ついていますので，⼦どもの⾏動を⾒
守る⼼理状況にないことはお分かりいただけると思います。難病の⼦どもの親も少なからず苦悩を抱え，傷つ
きを経験しながら，⼦育てをしてきていることから，親を追い込まず，⽀えていくための配慮は災害時と同じ
ように不可⽋のことです。⾟かったこと，恐かった思いなどを表現することは，⼦どもにとって必要だからで
はありますが，⼦どもが安⼼して，⾃発的に表現できる場を構成しなければなりません。
以上のことから，遊び活動の流れを⽀える⼦どもとの対話の質が問われると同時に，親との対話の質も問わ
れているということに⽬を向けておきたいと思います。できるならば，親は遊びを提供するチームの⼀員とし
て，⼦どものために主導的な役割を果たしていただけるように進めたいものです。もちろん，遊び活動の時間
を親が休憩したり，他の⽤事を済ませるために活⽤していただくことも⼤切ですので，何をどこまで担ってい
ただくかについては，慎重に検討しましょう。
ところで臨床⼼理⼠が⾏う遊戯療法では，このような場を意図的に構成します。これは⼦どもの⽇常から離
れた場であることを基本として，いくつかの規範が設定されます（Table3）。治癒的遊びを展開する⽇常⽣活
の場には，遊戯療法の場とは異なる現実原則があります。遊びの過程での感情表出が他者に与える影響まで考
慮し，適切な流れをつくらなければなりません。わたしたちは，ストレスフルな状況にある⼦どもたちにかか
わるものとして，適切なリスクマネジメントを展開する技量を⾝につけなければなりません。

Table3 Axline の 8 つの基本原理
•
•
•
•
•
•
•
•

治療者はできるだけ早くよいラポート（親和感）ができるように、⼦どもとの暖かい親密な関係を発展させなければなりま
せん（ラポートの確⽴）
治療者は⼦どもをそのまま正確に受け⼊れます（⼦どもを完全に受容れること）
治療者は、⼦どもに⾃分の気持ちを完全に表現することが⾃由だと感じられるように、その関係におおらかな気持ちを作り
出します （おおらかな気持ちをつくりあげること）
治療者は⼦どもの表現している気持ちを油断なく認知して、⼦どもが⾃分の⾏動の洞察を得るようなやり⽅で、その気持ち
を反射してやります （感情の認知と反射）
治療者は、機会を与えれば⾃分で⾃分の問題を解決しうるその能⼒に深い尊敬の念をもっています。選択したり、変化させ
たりする責任は⼦どもにあるのです （⼦どもに尊敬⼼を持ち続けること）
治療者はいかなる⽅法によっても、⼦どもの⾏為や会話を指導しません。⼦どもが先導するのです。治療者はただそれに従
います （⼦どもが先導します）
治療者は治療をはやめようとしません。治療は緩慢な過程であって、治療者はそれをそのようなものとして認めています（治
療はせかせられません）
治療者は、治療が現実の世界に根をおろし、⼦どもにその関係における⾃分の責任を気づかせるのに必要なだけの制限を設
けます（制限の意義）
制限するもの
治療者への身体的攻撃／備品の破壊／安全と健康に問題があること
そのほか、社会的に許容できないその他の行動
Axline, VM. （⼩林治夫訳）『遊戯療法』岩崎学術出版, 1972, pp.94-184 (Axline, VM Play Therapy. Churchill Livingstone, 1947, 68-129)
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（４）遊びがセラピューティックであるために必要なこと
McMahon は「⼦どもたちがクリエイティブな遊びを経験することで，思考と感情を結びつけたり、⾃分が
何ものかを発⾒したり、⾃分の⽣活が理解でき，その結果，将来への希望を膨らませることができる」と述べ
ています。このような経験は治癒的遊びがもたらす情緒的な包み込み emotional containment の関係によって
紡ぎ出されます（”The Handbook of Play Therapy and Therapeutic Play. Second edition.” p.69）。
情緒的な包み込みは Bion が提唱した概念で，祖⽗江によれば，乳児は「⺟親が⾃分の中に投げ⼊れられた
乳児の不安や苦痛を包み込み（コンテインし），その不安の意味を理解し，乳児に耐えられるような形に修正
して，それを⼦どもに戻していく」ことを通して，パーソナリティを発達させていきます（『⼼理臨床⼤辞典 改定
版』, p.1000）。乳児に限らず遊びの中で，⼦どもは⼤⼈による情緒的な包み込みを経験し，⼦どもなりに⾃⼰理

解を深めていきます。⽀援者は遊び活動において不可⽋の存在であり，そのあり⽅が問われてきます。
McMahon はソーシャルワーカーが⼦どもの⽀援に加えて家族の⽀援，法廷への対応などの複数の役割を担
うために葛藤を⽣ずることがあると指摘しています。遊び活動の中で得られた⼦どもが求めることと親が求め
ることが異なる場合があることを考えてみれば分かるでしょう。⼊院中を考えますと，保育⼠，⼦ども療養⽀
援⼠は⼦どもの求めるものを中⼼におく仕事ですが，医師や看護師は治療のために⼦どもが嫌がることも⾏わ
なければなりません。検査や処置とは違う場⾯での医師や看護師とのかかわりを多くの⼦どもたちは歓迎しま
すが，その際には，検査や処置，病気のことを忘れて，⼀緒に遊んでくれる⼈であることが⼤切ではないかと
思います。遊びの時間には緊急時を除いて検査や処置が⼊らないようにするという配慮も同様の意味をもちま
す。以上のように，治癒的遊びを提供する⽴場から多職種の関与をコーディネートすることも⼤切にしたいも
のです。

（５）遊び活動を構成するための基本的視点
保育⼠が展開する⽇常的遊び活動は，保育所保育指針に基づきながら，病院環境と個々の⼦どもの病状や安
静度などを考慮に⼊れた⼯夫が重ねられてきています。中村は保育⼠が提供する遊び活動をねらいの⾯から①
安⼼を提供する遊び，②発達を⽀援する遊び，③不安やストレスに対処するための遊び，④闘病意欲を⾼める
ための遊び，⑤友だちづくりのきっかけをつくる遊び，⑥季節感を味わう遊び，⑦達成感を味わう遊び，⑧何
かしたいことを⾒つけ⽣活に⾒通しをもたせる遊びなどに整理できるとしています（Table 4）。また，⼀つの
遊び活動は複数のねらいを内包していることが多いこと，保育所保育よりも個別のねらいを的確に⽴案し意識
してかかわらなければならないこと，年齢によって焦点が異なることを指摘しています（『医療保育セミナー』pp.78）。また，Hart

と Rollins はチャイルドライフスペシャリストの治癒的遊びを 16 のジャンルに分類していま

す（Table 5）（”Therapeutic Activities for Children and Teens Coping with Health Issues”）。
- 17 -

Table 4 医療保育における遊び活動の分類
①安⼼を提供する遊び
病院でのいやなことを忘れ，楽しく過ごすことをねらいとしたもの
②発達を⽀援する遊び
遊びを通して成⻑・発達を促進することをねらいとしたもの。また，⼊院が⻑期的であったり繰り返している場合は，年齢や発達
状況に応じた経験ができないことも増えてくるが，こうしたマイナス⾯を減らし，年齢や発達状況に応じた経験を補うことをねらい
としたもの。
③不安やストレスに対処するための遊び
遊びを通して⼊院⽣活，治療や処置などの不安や恐怖などのストレスに対処することや思いの表出ができることをねらいとする
もの。
④闘病意欲を⾼めるための遊び
遊びを通して理学療法や作業療法などを促進することをねらいとするもの。
⑤友だちづくりのきっかけをつくる遊び
⑥季節感を味わう遊び
⑦達成感を味わう遊び
⑧何かしたいことを⾒つけ⽣活に⾒通しをもたせる遊び
『医療保育セミナー』pp.7-8 から作成

Table ５ 治癒的遊び活動の分類
Separation and Stranger Anxiety：分離・⾒知らぬ⼈による不安を軽減する
Self-Expression：⾃⼰表出，⾃⼰開⽰を促す
Self-Esteem：⾃尊⼼を⾼める
Body Image：積極的なボディイメージをもつことができるように促す
Group Interaction and Socialization：集団のかかわりと社会化を促す
Desensitization to Medical Implements：医療器具に対する恐怖⼼の緩和
Tension Release：緊張の緩和
Humor：ユーモア
Death and Bereavement：死と死別
Culture：所属する社会の⽂化をとり⼊れた活動
Isolation and Immobilization：隔離と⾏動制限の中で⾃分らしく過ごす
Pain：痛みに対処する
Breathing：呼吸
Teaching：病気と治療についての理解
Activities of Daily Living：ＡＤＬに関連する活動
Perceptual Motor：知覚運動機能の向上
Therapeutic Activities for Children and Teens Coping with Health Issues. John Wiley & Sons, Inc., 2011，

「治癒的遊び」p.158 を参考に作成

保育⼠の遊び活動とチャイルドライフスペシャリストのそれは重なる部分とそうでない部分があります。チ
ャイルドライフスペシャリストは狭義の治癒的遊びを積極的に取り⼊れてきた歴史がありますが，⽀援の基盤
は⽇常的遊び活動，あるいは⼦どもの⾃発的な遊びにあります。保育⼠は⽇常的遊び活動に軸がおかれてきた
と思われますが，⼦どものニーズを捉えて狭義の治癒的活動を取り⼊れてきています。いずれも⼦どもの⾃発
的な遊びが⽀援の基盤にあります。遊び活動の 3 つの分類を機械的に職種別に区分すると，⼦どものニーズか
ら遠ざかってしまう可能性もありますので注意したいところです。そのため，本稿では，両者に共通する理論
的基盤に焦点を当てて検討してきました。
夏路さんは広義の治癒的遊びを構成するために，次の諸点が⽋かせないとしています（「予防的・発達的アプロー
チ（セラピューティック・アプローチ）」p.104）。これは，ここまでに述べてきたことがコンパクトに整理されています

ので，遊び活動を構成し，振り返る際の基準として⽤いていただきたいと思います。
①⼦どもの発達のアセスメントを⾏い，症状と状況について常に医療従事者と相談する。
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②⽀援の⽬的に応じた遊びの⽀援をする。
③⼦どもの感情表出を受けとめられる⽀援者の存在は，⼦どもが安⼼感をもって遊ぶために不可⽋である。
④⼦どもをよく観察し，⼦どもの意思を尊重する。遊びがストレスの軽減や発達の促進ではなくストレスを⽣む可能性も
あることを⼼に留め，⼦どもが拒否する遊びには無理に参加させない。
⑤遊びの時間は⼦どもの思いを尊重し，遊びとして完結するよう，情報提供や訓練などと混同しない。
⑥遊びの時間を終了させる際には，急に終わらせるのではなく，あらかじめ遊び終了まで 10 分であるなどの具体的な⾒通
しを与え，遊びの内容も⼼が落ち着けるものになるよう配慮する。

⽵中はトラウマ体験を癒す遊び（アクティベーション１））の要素として，①歓びに満ちた⼼（信頼，愛情，
希望の感覚を備えた喜び），②社会的なつながり（⼦どもを取り巻く⼈々や地域との協⼒的関わり），③⾃制⼼
（⾃分が有能であり，⼤切な存在だと思う気持ち），④積極的な関与（ひとつの活動に熱⼼に没頭すること）
をあげ，さらに「本来，⼦どもは楽しいから遊び，結果としてたくましさが育っていきます」と述べています
（『⽇常⽣活・災害ストレスマネジメント教育

教師とカウンセラーのためのガイドブック』p.70）。⽰唆に富む指摘ですので，併

せて⼤切にしておきたいと思います。
遊び活動の具体例を学び，実践に応⽤していく際には，対象となる⼦どもと家族について，どのようなアセ
スメントに基づいて，ねらいを設定し遊びを選択したか，本稿で述べた視点を踏まえながら，さらに可能な限
り⾃らの専⾨性を基盤に説明できるようにしていくことが⼤切です。読者の皆様の率直な意⾒交換によって，
議論が深まっていくことを期待したいと思います。
（本稿は『全国病弱研通信』Ｎｏ９４，2017 年 1 ⽉発⾏に掲載された原稿に加筆・修正したものである）

注
１）⽵中・冨永の『⽇常⽣活・災害ストレスマネジメント教育 教師とカウンセラーのためのガイドブック』は⼦どもとかかわる⽣活場
⾯のいろいろな局⾯で取り組めるストレスマネジメント教育について解説しており，参考になります。そこでアクティベーションとして
あげている遊びの例は⾝体活動を伴うものですので医療を要する⼦どもたちに適⽤できるように取捨選択，⼯夫していくことが必要です。
わたしたちのもっているノウハウを整理し共有していくことも⼤切な研修の課題です。
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Ⅲ

研修の企画と運営

（１）テーマとねらいの設定
１）⼦どもの遊びと遊び活動の研修形態について
⼊院中の⼦どもの遊びと遊び活動に関する研修は，ひとつの職種での研修会と多職種合同の研修会が考えら
れる。ひとつの職種での研修会は，保育⼠や⼦ども療養⽀援⼠など遊び活動を⽀援の柱とする職種内で⾏われ
る場合，理論と技法について深く捉え直していくことにつながるものである。さらに，看護師など⼦どもと家
族の⼊院⽣活をさまざまに⽀える職種による，遊びをテーマとした研修が⾏われている。保育⼠や⼦ども療養
⽀援⼠はこのような研修会で講師として遊びの捉え⽅や提供の仕⽅について伝える役割を担うようになって
きている。
多職種合同研修は保育⼠，⼦ども療養⽀援⼠，教師，医師，看護師等のさまざまな職種の参加を得て実施す
るもので，⼦どもの遊びと遊び活動について，それぞれの⾒⽅や悩みを共有することができ，環境構成や遊び
活動の提供時の役割分担などについて意⾒交換できる。
ここでは，Ⅰ，Ⅱで⽰した議論を踏まえて，多職種合同での研修プログラムをまとめるものであるが，単⼀
職種内での研修にも応⽤できると思われる。
２）テーマとねらいの設定
テーマとねらいの設定は，研修を企画するスタッフの中で参加を呼びかける研修対象の状況を検討して適切
に設定したい。狭義の治癒的遊びなど狭い範囲でテーマ設定するよりも，
「⼦どもの遊びと専⾨的な遊び活動」
など広い設定の⽅が多職種の研修ニーズに対応しやすい。また，プレパレーションをメインテーマとすると遊
び活動に関する学びに焦点化しづらくなる。遊びは遊びとして正⾯から取り上げるようにしたい。
ねらいの設定にあたって細分化したスキルなどに焦点化しすぎると上⼿くいかないように思われる。適切な
ねらいを設定するには，研修スタッフの⼗分な話し合いを通して，参加者の学びが遊び活動の質を⾼めること
にどうつながるかを検討していく作業が必要である。遊び活動に関する学びの課題を Table 6 に例⽰したので，
ねらいの設定時に参考とされたい。「遊び活動の流れを構成するための知識とスキルを学ぶ」と「遊び活動に
おける対話の流れを構成するスキルを学ぶ」は対話モデルに基づいて整理したものである（fig.５）。
対話の流れを構成するための知識とスキルには，模擬事例でのロールプレイや事例検討など，対話が⾏われ
る過程を共有することで効果的な議論が展開できるものが少なくない。ねらいと研修の内容，⽅法は併せて検
討していくことで，焦点を絞りやすくなる。
また，研修スタッフによる模擬的な研修を実施してみることも⼤切にしたい。これはテーマとねらいの妥当
性を検証できるだけでなく，グループワークの⼿順，ファシリテーターの役割を明確にするためにも有⽤であ
る。

遊び活動の流れ：ジョイニングと情報収集（⼦ども・家族の状況把握）⇒（⽅向性をさぐる遊び活動の展開）⇔⼀定の⽅向性での遊び活動の展開

対話の流れ：

情報蓄積とアセスメント ⇒ ⽀援者の意図とはたらきかけ ⇔ ⼦ども・家族の意図と⾏動 ⇒ 情報・アセスメント・意図・はたらきかけの評価と⾒直し
fig.５ 遊び活動の過程
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Table6

遊びと遊び活動に関する学びの課題の例（テーマとねらい）

＜遊びと遊び活動についての基礎的な知識とスキルを学ぶ＞
•
⼊院中の⼦どもの遊びと遊び活動の意義，考え⽅，⽅法などを説明できる
•
⼦ども（たち）の年齢，病状，安静度，好みなどを踏まえて適切な遊びを複数準備できる
•
⼦ども（たち）の遊びを観察することで発達状況を評価できる
＜⼦どもたちが安⼼して楽しく過ごせる病院環境をつくるための知識とスキルを学ぶ＞
•
⼦どもたちにかかわる専⾨職の協⼒関係を形成できる
•
⼦どもたちが安全で安⼼できる遊びの環境を整備することができる
＜⾏事の企画運営を学ぶ＞
•
⾏事のために部署間の調整を的確に進めることができる
•
季節感を取り⼊れた⾏事を企画・運営できる
＜遊び活動の流れを構成するための知識とスキルを学ぶ＞
①ジョイニングと情報収集を進めることができる
•
⽀援にあたって必要な情報をあらかじめ他の職種の⼈たち，記録などから収集し，整理できる
•
遊びを⽀援する専⾨職としての役割を⼦どもと家族に伝えることができる
•
遊びを⽀援する専⾨職として⼦どもと家族との波⻑あわせを実施でき，信頼関係を形成できる
•
⼦どもと家族とのかかわりをとおして，必要な情報を得て，課題やニーズを発⾒できる（アセスメ
ント）
②⽅向性を探りながら遊び活動を展開できる。⼀定の⽅向性での遊びを展開し，調整できる
•
⽅向性を探るために，配慮しながらかかわることができる
•
付き添う親と共に遊び活動を計画できる
•
⼦どもと家族のアセスメントに基づく遊び活動を計画できる
•
⼦どもの状況に応じて適切な環境構成を⾏うことができる
•
対話によって，遊びの内容，進め⽅などを調整したり，関係調整などを⾏うことができる
＜遊び活動における対話の流れを構成するスキルを学ぶ＞
•
かかわる前に，看護師などの情報から⼦どもと家族の状況を把握，分析し，計画を調整できる
•
⼦どもの⾃発的遊びあるいは遊び活動の様⼦から，⼦どもの⼼⾝の状況，発達状況，社会関係など
を推定することができる
•
さまざまな場⾯で⼦どもと家族に意図をもってかかわり，反応を観察することで，意図やかかわ
りを調整できる
•
遊び活動の中で⼦どもの気持ちを汲み取り，共感することができる
•
遊び活動の中で必要に応じて場⾯を切り換えることができる
•
遊び活動の中で⼦どもの気持ちを汲み取り，親や他のスタッフに適切に代弁することができる
•
遊びの様⼦から，関係するスタッフに必要事項を引き継ぐことができる
•
他の職種の⼈たちに，遊び活動に込めた意図，ねらい，計画，経過，結果，評価を説明できる
＜遊びと遊び活動の記録スキルを学ぶ＞
•
ときどきの情報，ねらい，計画，実施の概要，評価を記録できる
•
対話の過程を簡潔に記録できる（事実・⾏動と気持ち・意図・評価を区別できる）
＜遊び活動の振り返りのスキルを学ぶ＞
•
ねらいに従って振り返りを⾏うことができる（アウトカム評価）
•
遊びの質を担保するかかわりができていたかどうかを振り返ることができる（プロセス評価）
•
実践研究をまとめ，発表することができる
＜遊びに関する研修，コンサルテーションのスキルを学ぶ＞
•
遊びに関する研修を企画し，実⾏することができる
•
他の職種の⼈たちからの⼦どもの発達や遊びに関する相談に応ずることができる
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（２）研修内容の構造化
1 ⽇ 5〜6 時間を⽤いた多職種合同研修をデザインする場合のタイムテーブル例を Table 7 に⽰した。構成
要素は講義，グループワーク，シェアリング，まとめであるが，グループワークの前にアイスブレークを⼊れ
てグループダイナミクスを活性化させる。
グループワークにロールプレイを導⼊する場合は，余裕のある時間設定を⼼がけたい。また，シェアリング
時にグループ毎のロールプレイを実施することがある。これは参加者全員が場⾯を共有でき，その後の議論を
深める上で有⽤である。この場合も時間は多めに設定する必要がある。
なお，遊びに関する研修では，遊びのレパートリーを広げることをねらって，参加者からお勧めの遊び活動
を募集して交流することも⼤切にしたい。募集時に，①遊び活動の対象（年齢，状況）とねらい，②素材と道
具，③進め⽅，④留意点などを記⼊する共通フォーマットを⽤いるとよい。
Table 7 Time Table の例

（６〜8 名で 1 グループ，合計 8 グループで計算）

ディスカッションを中⼼とする場合
9：30 受付開始
10：00 開会あいさつなど
10：20 講義
12：00 昼⾷ 遊びの展⽰
13：00 アイスブレーク
13：20 グループワーク
テーマに基づくワーク
発表準備
15：00 休憩
15：10 シェアリング（各グループ 4 分）
16：00 まとめ
16：15 感想等の記録，かたづけ
16：30 終了

ロールプレイを伴う場合
9：30 受付開始
10：00 開会あいさつなど
10：20 講義
12：00 昼⾷ 遊びの展⽰
13：00 アイスブレーク
13：20 グループワーク
ロールプレイ実施，意⾒交換（⼩グループ×２）
15：00 休憩
15：10 シェアリング（各グループ 8 分）
各グループ１ロールプレイを実施して意⾒交換
16：20 まとめ
16：35 感想等の記録，かたづけ
16：50 終了

（３）グループワークの設定
多職種合同研修の⼤⿊柱はグループワークであり，どのように構成していくかが肝要である。
１）グループの構成と規模
多職種合同研修では，職種，経験年数，所属などができるだけばらつくように構成したい。わたしたちは，
職種構成別にみた場合，医師・看護師 1，2 名，保育⼠ 3，4 名，そのほか 1，2 名の合計 6〜8 名のグループを
構成することが多い。グループ内でロールプレイを実施する場合，半数ずつが演ずるものと観察するものに分
かれ，交代するためには，8 名程度のグループが望ましい。
２）ワークの設定
テーマとねらいに応じてワークの内容を設定する。遊び活動について学ぶワークとしては次のような類型が
考えられる。
①

現状の共有・意⾒交換：グループメンバーの⽇々の実践の現状と課題，悩みの共有と意⾒交換
初⼼者，研修の機会が少ない参加者が多い場合などで効果的である。
参加者から，職場環境に関する悩み，個別事例に関する悩みなど，多様なものが出されてくるが，まず
は傾聴し合うことを⼤切にする。その後，ねらいに応じて，議論の焦点を絞り込む。
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②

遊び場⾯の観察：遊び活動の場⾯を写した動画教材をみて記録を取り，⽀援者の意図，選択された遊
び，かかわりと⼦どもの反応などについて意⾒交換を⾏う（『研修プログラム集』第 4 集参照）。⽀援
者と⼦どもとの対話（やりとり）について深めるために効果的と思われる。

③

模擬事例についての遊び活動の企画⽴案：模擬事例を設定し，医師と看護師の情報，保育⼠の情報，教
師の情報などを参加者に提供する。参加者の職種別に，情報を分けて提供する事もある。参加者は情報
をもとに，遊び活動を含むそれぞれの⽴場の⽀援計画を⽴案する。検討中に不⾜する情報もみえてく
るので，⽀援計画に情報収集の課題を含めることもよい。

④

模擬事例に基づくロールプレイの実施：③で⽴案した計画に従って遊び活動のロールプレイを展開す
る。グループ内で，演ずるものと観察するものに分かれて⾏い，演じたものと観察したもの全員での意
⾒交換を⾏う。演じたものの思いを受けとめながら意⾒交換を進めていくことを⼤切にしたい。

⑤

事例検討会：⽀援過程がまとめられ，振り返りが⾏われた事例について，グループ内で話し合う。実践
者が参加しているか，詳細なエピソード記録があると，対話の過程を含めた評価が可能である。

３）模擬事例の設定
模擬事例は，できるだけ詳しく各職種のもっている情報が特定されていることが望ましい。模擬事例を巻末
に⽰したので参考にされたい。
４）必要物品
ロールプレイで必要となる物品を Table8 に例⽰する。
Table８

ロールプレイ⽤の物品例

2

（４）シェアリングとまとめ
会場の広さや参加者数にもよるが，シェアリングは作成した⽤紙を書画カメラとプロジェクターを⽤いて映
し出すと，ズームもできるため参加者が⾒やすい。
発表は１グループ３分程度に時間制限を⾏う。発表に対する質疑や移動時間を⼊れて６グループで 30 分程
度は必要である。
発表後には講師や企画者によるコメントを伝え，まとめていく。職場に戻っての実践のヒントとなることを
中⼼にコメントしていくと良い。
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（５）評価
終了時にアンケートを⽤いて参加者の⾃⼰評価を得ておきたい。Table 9 は評価の視点の例である。⽬標（ね
らい）の達成度評価はあらかじめ⽬標（ねらい）を設定していることが望ましいが，⽬標（ねらい）としたこ
と以外の学びも問う項⽬を設けることで，新たな発⾒があるかもしれない。
Table 9 ⾃⼰評価の観点
①

⽬標（ねらい）の達成度評価（アウトカム評価）
²
研修の⽬標（ねらい）に沿った⾃⼰評価
²
研修参加者が研修の最初に⾃ら設定したねらいに沿った⾃⼰評価（ある場合）
プロセス評価
²
主体的に参加できたか
Ø
主体的に議論できたか
Ø
他職種とのコミュニケーションを⾏えていたか
Ø
お互いの発⾔を傾聴し合えていたか
²
教材や研修課題は適切に提⽰されていたか
²
スタッフは参加者の参加促進に寄与できていたか
²
運営に改良すべき点はあるか

②

研修会での参加者の⾔動とシェアリングの内容，講師やファシリテーターをはじめとするスタッフの動きに
参加者の⾃⼰評価を加えて，研修会の運営に関する評価を⾏っておきたい。Table 10 はその視点の例である。
ここで得られた知⾒は次の研修企画に⼤いに活かされる。
Table 10 セミナー運営の評価の視点
①
②
③
④
⑤
⑥
•
•
•
⑦
⑧
⑨

期待した参加者数，職種を得ることができたか（アウトカム評価①）
スタッフが設定した⽬標を達成できたか（アウトカム評価②）
スタッフは研修の運営について学びを得ることができたか（アウトカム評価③）
参加者，スタッフのつながりは強化できたか（アウトカム評価④）
多職種研修の成果と課題としてなにがあるか（アウトカム評価⑤）
研修プロセスは参加者を主体に進⾏したか（プロセス評価①）
参加者は主体的に議論に参加していたか
他職種とのコミュニケーションを⾏えていたか
お互いの発⾔を傾聴し合えていたか
教材や研修課題は適切に提⽰できたか（プロセス評価②）
スタッフは参加者の参加促進に寄与できていたか（プロセス評価③）
運営に改良すべき点はあるか（プロセス評価④）
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資料
病気の⼦どものトータルケアセミナーで作成し，⽤いたつぎの模擬事例を掲載します。
・事例１（福岡セミナー2011 年 第１回）：急性リンパ性⽩⾎病の治療のために⼊院してきた４歳⼥児
・事例２（⼤阪セミナー2011 年）：マイコプラズマ肺炎，髄膜炎（疑い）で⼊院してきた４歳⼥児
治療の進め⽅，安全管理など年々変化していきますし，医療施設毎の違いもあります。
遊び活動の計画書も施設毎に違いがあると思われます。
ここに掲載した資料からは，
①グループワークを効果的に進めるためになければならない情報，
②あることが望ましい情報，
③参加者が任意に設定しても問題がない情報，
④ロールプレイの中で本⼈と家族及び他職種から得ることが望まれる情報を整理していただき，
研修会参加予定者の職場の状況や最新の治療と療養⽣活を踏まえて，ブラッシュアップしてください。
参加者に提供する情報は，共通，職種別，⼦どもと親の役割を演ずる参加者⽤に区分します。

模擬事例としては，ほかに『研修プログラム集
しています。
・急性リンパ性⽩⾎病の治療中の⼩学１年⽣
・ネフローゼ症候群で⼊院してきた８歳男児
・喘息といわれて⼊院してきた１歳児

第 2 集：個別⽀援計画の⽴案と実施』につぎの３つを掲載

わたしたちは回復期の⼦どもたち，重症⼼⾝障害のある⼦どもたちの遊びの動画を教材として作成しており
ます。利⽤には制限がございますので，⾕川までご相談ください。動画作成の⼿引きを『研修プログラム集 第
４集：⼦どもの発達を多職種で考える 保育の視点を中⼼に』に掲載していますので，それぞれの研修会で適
切な動画教材を作成されることをお勧めします。
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事例１（福岡セミナー2011 年 第１回）
作成者 福岡セミナースタッフ
参加予定者はあらかじめこの課題を検討して参加するという形を取り，提出された計画をもとにグループワークを進め
ていきました。当⽇に提⽰し，各グループで検討することも可能ですが，その場合は，遊びの素材等の種類を増やしてお
くことが必要です。

＜課題＞
九州 慧（けい）ちゃんが急性リンパ性⽩⾎病の治療のため⼊院してきました。ばたばたと⼊院され，寛解
導⼊療法 9 ⽇⽬を迎えています。
あなたは慧ちゃんとお⺟さんと出会い，遊びを通して関わりを始めています。慧ちゃんはあなたに少し慣れ
てきたところですが，強い痛みを伴う検査がありその前後は機嫌が悪くなります。まだ⽬⽴った副作⽤は出て
いませんが，遊んではいけないと⾔われて納得がいきません。昨⽇から個室から出られなくなったこともあり，
個室内での遊び活動を計画することになりました。まだＬＡＦ簡易クリーン装置の対象にはなっていません。
これからしばらく，どのようなねらいをもち，どのような遊び活動を展開しますか。その計画を提出⽤ファ
イルに記⼊してご提出ください。
また，その中から⼀つの遊びを選んで，当⽇実施できるように素材，教材などをご準備ください。
なお，職種別に次のような設定でお考えください。
① あなたが保育⼠の場合は，個別保育の⼀環として，遊び活動の時間を設定してください。
② あなたが教師の場合は，幼児への教育相談活動を実施していると考えて，遊び活動を設定してくださ
い。
③ あなたが看護師の場合は，看護計画に位置づけた形での遊び活動を設定してください。
④ そのほかの場合は，保育⼠か教師として関わることを考え，選んでください。
分科会 A「遊び活動の準備と実施」の課題
個室内での遊び活動を計画してください。
考慮点…感染を防ぎながら活動する⽅法を考えます。
①スタッフの⼿洗い，マスク，うがい
②おもちゃ，絵本，あそびの素材の管理
③セルフケアのための教育（あそんだ後の⼿洗い，落ちたものを拾わない等）
分科会 B「あそび活動における⺟親との協働」の課題
たくさんの⼼配事を抱えているお⺟さんです。
⼦どもの遊びを⼀緒に計画したり，実施したり，反省することで，⺟親として⼦どもを
⽀える⼒を回復できるようにするにはどうしたらよいか考えてください。
＜添付資料＞
●情報シート：第 1 回「急性リンパ性⽩⾎病：4 歳⼥児」
●情報シート：情報シートＢアナムネ⽤紙
●提出⽤書式：「遊び活動フォーマット」 （書き⽅を記⼊したものを別途作成）
参加者の中にはがんの治療中の⼦どもたちにかかわる経験のない⽅もおられますので，ほかに，下記の様な
資料を添付しました。
●化学療法の作⽤・副作⽤とその対応
●⽩⾎病の治療プロトコールについて
●急性リンパ性⽩⾎病の治療でよくみられる検査・処置
●クリーンルーム⼊室について
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第 1 回 「急性リンパ性白血病：4 歳女児」
慧ちゃんの情報
☆今日は、寛解導入療法 9 日目（骨髄穿刺をおこなった 5/14 から治療が開始となる）
☆昨日の血液検査結果は、白血球=2.2×103/μℓ、ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ=7ｇ/㎗、血小板 1.2×10４/μℓ
感染しやすい状況、貧血状況、出血しやすい状況になっています）

☆週 2 回の採血と、これまでに骨髄穿刺、腰椎穿刺および髄腔内注射を 1 回ずつ経験している。これらの
検査の前後は機嫌が悪く、1 日中誰ともお話をしなくなる
☆中心静脈カテーテルは、慣れてきた様子で、ルートを気にせずに遊べるようになった
☆入院前は、園から帰宅したらすぐに公園でお友達とあそんでいる。また、プリキュアがとても好きで、身の回り
の物はプリキュアでそろえている
☆入院してからは、同室の患児（５歳児女児）と「おみせやさんこっご」を好んであそんでいた
☆昨日から個室隔離になったため、お友達と遊べず機嫌が悪い
☆今週末に祖母が帰るため、母親が毎日 14：30～18：00 まで帰宅することになったが、そのことはけいちゃ
ん自身はまだ知らない
☆副作用（嘔気、嘔吐など）はまだでていない。
お母さんの情報
☆病状と治療の説明から 10 日がたち、ずいぶんと入院生活に慣れたようだ。時々、保育士にこれからのことを相
談するようになる
☆個室に移ってからは、けいちゃんの機嫌が悪く、お母さんの疲労もあって、親子で会話している姿が極端に減っ
た
☆祖母が今週末に帰るため、けいちゃんの弟の世話について心配を募らせている
☆お母さんの性格は、とても明るく誰とでもお話ができる方であるが、時々デイルームの隅で泣いている姿がみら
れる

家族の情報
☆父親は、けいちゃんが入院してから、職場の協力も得られ定時で帰宅できるようになった
☆祖母が帰宅することについて、家族で話し合いができ、協力しあっていくことを再確認できたが、
各々不安は隠しきれない
☆弟は、幼稚園であまりお友達と遊ばなくなって心配していると、連絡帳に書いてあった
医師・看護師からみた情報
☆日々の検温等にはずいぶん慣れ、医療スタッフとも仲良くなれた様子であるが、検査
や処置の後は拒否が続く。
☆白血球も順調に下がってきているため、このまま順調に治療を進めていきたい。しか
し、けいちゃんの表情が日に日に暗くなっており、副作用の問題だけではないことが気
になっている

課題
分科会 A「遊び活動の準備と実施」の課題
＊個室隔離の子どもに対するあそびを計画実施してください。
考慮点…感染を防ぎながら活動する方法を考えます。とくに手洗い、マスク、うがいの指導を行います。
①スタッフの手洗い、マスク、うがい
②おもちゃ、絵本、あそびの素材などの管理
③衛生教育の実施（あそんだ後の手洗い、落ちたものを拾わない等）
ベッド上や個室内でのあそびを考えます。（まだ、安静にしている必要はありません）
分科会 B：「あそび活動における母親との協働」
＊たくさんの心配事を抱えているお母さんです。子どもの遊びを一緒に計画したり、実施したり、反省することで、
母親として子どもを支える力を回復できるようにするにはどうしたらよいか考えてください。
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情報シート B アナムネ用紙
記入日（
氏

きゅうしゅう

名（

けい

性別（

九州 彗

男

女
○

・

）

呼称（ けいちゃん ）

2011 ）年（
家族樹

5 ）月（

11 ）日

）

生年月日（ 2006 ）年（ 11 ）月（ 6 ）日
生活年齢（
4： 6 ）
保護者（
九州 太郎
）続柄（
父
）
養育者（
九州 花子
）続柄（
母
）
自宅住所（
福岡市東区箱崎 2-2-21
）
自宅電話（ 092 ）（ 123 ）（ 4567 ）
緊急連絡先（ 090 ）
（ 1234 ）（ 5678 ）＊母の携帯番号
ホームドクター（
箱崎小児科
Dr.箱崎一郎
）
電話（ 092 ）（ 765 ）（ 4321 ）
診断名（
急性リンパ性白血病
）
主 訴（
発熱、全身倦怠感
）
現病歴

遠方

遠方

33 歳

32 歳

3歳

2011 年 4 月 10 日、KT=39.2℃の発熱があり、救急外来に受診した。発熱以外の目立った症状がなかったため、解熱剤だけ処方され一旦
帰宅し、翌日近院に受診した。再受診した際、血液検査において、白血球が少し多いぐらいで他は問題ない、風邪でしょう、と言われる。その
後、2－3 日で解熱し、幼稚園にも元気に登園していたが、5 月に入り、微熱が続き全身倦怠感があり幼稚園を休みがちになる。5 月 6 日、
KT=39.0℃の発熱のため、総合病院小児科に受診、血液検査の結果、白血病の疑いがあるため、骨髄検査をした後詳しい結果が出るまで自
宅療養を言われる。5 月 10 日、結果が戻り、白血病と診断され当院を紹介され、本日入院となる。

治療計画
5 月 6 日の検査は、白血球 20.2×103/μℓ、ヘモグロビン 5.6ｇ/㎗、血小板 2.8×10４/μℓ、芽球 82%で、KYCCSG SR 群（九州山
口小児がん研究グループ治療プロトコール 標準リスク群）で治療を予定している。

既往歴
なし
□麻疹

□水痘

□耳下腺炎

□風疹

（

）

予防接種
✔ DPT（ジフテリア・百日咳・破傷風）Ⅰ期
✔ DTⅡ期
□
□
✔ 日本脳炎
□MRⅡ期 □
□水痘 □流行性耳下腺炎

✔ BCG
□

✔ ポリオ
□

✔ MRⅠ期（□麻疹
□

□風疹）

生育歴
出生時

在胎週数（ 41 ）週 身長（ 48 ）cm 体重（ 3016 ）g 頭囲（ 34 ）cm

妊娠期および新生児期、異常なし。乳幼児健診問題なし
疾病理解
医師から保護者への説明
急性リンパ性白血病という血液の「がん」といわれる病気です。骨髄で血液細胞
が作られていますが、今のけいちゃんは、
「がん」化した白血球が骨髄の中で異常に
増え続けていて、正常な血液細胞を作る妨げとなっています。脾臓にも増え続けて
いるため、脾臓がはれてしまっています。
現在、白血病には治療成果が出ている治療計画があります。それに従ってけいち
ゃんも治療を進めていきたいと思っています。合計 3 年の治療となりますが、最初
の 6 ヶ月は入院して治療をすすめます。その都度治療の説明をおこなっていきます
が、けいちゃんにとってはとてもきついお薬をたくさん使います。そのために副作
用がたくさん出ますが、みんなで支えていきましょう。最初の寛解導入療法 14 日目
におこなう骨髄穿刺で一旦この治療方法があっているか評価していきます。
これからたくさんの検査や治療がありますが、不安なことがあればいつでも尋ね
てください。

保護者の要望
考えもしなかった「白血病」という言葉を聞き、今は何も考えられません。
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仮死（

無
○

・

有

）

医師から本人への説明
お熱が高いので、ちゃんと治るように病院
にお泊まりしましょう。お母さんも一緒だか
ら大丈夫ですよ。
時々、けいちゃんのお身体の中は大丈夫か
な、と調べたり、お熱を出している原因をや
っつけるためにお注射をしたり、少しけいち
ゃんにとって嫌なことをします。でも、元気
になるためには大事なことなので、がんばり
ましょうね。

BT（
（ 37.8 ）℃
℃
意識
識（ 清明 ・
咳嗽
嗽（ 無 ・
冷感
感（ 無 ・
浮腫
腫（ 無 ・
外傷
傷（ 無 ・
食欲
欲（ 無 ・

P（102）回/min. R（
R 18 ）回 /min. BP( 116/62 )mmH
Hg 身長（1110.2）cm 体重（16.8）
）Kg
混濁 ・ 意識なし ）
喘鳴（ 無 ・ 有 ）
呼
呼吸困難（ 無 ・ 有 ）
有
）
湿
湿性
乾性 ）
痰
痰（ 無 ・ 有
有
）
チ
チアノーゼ（ 無 ・ 有
）
有
）
ア
アレルギー（ 無 ・ 有
）
有
）
皮
皮膚障害（ 無 ・ 有
）
有 ）

生活
活リズム
6:00
8:00 100:00 12:00
0
14:00
16:00 18:00
1
20:00 22:00
24:00
――――
――――――
―――――――
――――――
――――――
――――――
――――――
―――――
起床朝
朝食

登園

昼食

おや
やつ帰宅

夕食

就寝

睡眠
眠に関する特
特記事項
食事
事（アレルギ
ギーは上記）
①母乳
①
・ ミルク ・ 混合
回/日
②離乳食
②
③家庭での食
③
食事リズム 朝
7：30
④嗜好（特記
④
記事項無 ・ 有
⑤保護者の要
⑤
要望（

ml を
昼

回/日
日
12：00

おやつ

15：00

夜

18：00
）
）

排泄
泄
自立度（ 自立 ・ 見守り ・ 一部介助 ・ 全介助
①尿
①
8～10 回/日
助 ） トレ
レーニング中
中
②便
②
1 回// 1～2 日 自立度（
（ 自立 ・ 見守り ・ 一部介助
助 ・ 全介
介助 ） トレーニング
ト
グ中
③保護者の要
③
要望（ 特にな
なし
）
衣服
服の着脱
①自立度（
①
自立
②保護者の要
②
要望（

・ 見守り
特にな
なし

・ 一部介助

・

全介助
助 ）

トレ
レーニング中
中
）

清潔
潔（手洗い 歯磨き 洗顔
洗
など）
ている
①自立度
①
（一通りの
の日常生活行
行為は自立して
②保護者の要
②
要望（ 特にな
なし

）
）

心理
理行動面・発
発達面の留意
意点
園でも友達が多
園
多く、社交的な
な性格である
る。
コミ
ミュニケーシ
ション
特に問題はない
特
い
遊び
び
外遊びが好きで
外
で、特に友達
達と大勢で遊ぶ
ぶことを好む
家族
族関係
父親：仕事が忙
父
忙しい（8：00 出勤、20：00 帰宅）ため、 面会は、夜間
間に来る予定
定である。病状
状説明等は、必
必ず同席した
たいと
言ってい
いる。
子ども達
達の面倒は、と
とてもよく見てくれ、けいちゃ
ゃんもお父さん
ん大好きであ
ある。
夫婦間は
は、相談しやす
すい関係性で
である。
母親：専業主婦
母
婦で家族のこ
ことを第一に考
考えている。
弟：今年からけ
弟
けいちゃんと同
同じ幼稚園に入園した。今
今日は、母方の
の祖母が自宅
宅で世話をして
てくれている。
。
保育
育所・幼稚園
園・学校
幼稚園に通って
幼
ている。新学
学期に入ってか
からは、休みが
がちになってい
いた。弟が園
園に通園してい
いるため、けい
いちゃんの担
担任は
毎日
日、お母さんに
にけいちゃんの
の様子を尋ね
ねてくれる。担
担任は、けいち
ちゃんが白血病
病であることは
は知らない。
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提出⽤書式
遊び活動フォーマット

選んでください→□保育⼠

□教師

□看護師

お名前（

）

1． 基本情報
⽒名（
家族（
疾患（

九

州

慧

）

性別（

⼥
○

男

）

年齢（

４

：

６

）
）

急性リンパ性⽩⾎病

）

2． アセスメント（1）⼦どもと家族

このファイルに書き込み保存して，メールでお送りください。
治療が始まったばかりのところで，⼦どもと家族をどのよう
に理解し，何のために遊び活動を⾏うかを⼤切にしてくださ
い。
6 ヶ⽉の予定ですが，今（からしばらくの時期に）何をすべき
かを考えましょう。

（1） ⼦どもの状況
病状と治療計画・安静度

発達と⾏動

感情と⼈間関係
基本情報は，資料から読み取ってください。情
報がない部分は，創作してくださってかまい
ません。

本⼈の好きな遊び，安⼼できるもの

（2） 保護者の要望
各種の情報を総合し，これから⽣ずる可能性
のある事態を予測して，どのようなねらいを
⽴てれば良いか考えて，選択したものに○を
つけてください。複数選んでかまいません。

（3） 医療スタッフの要望

（4） ねらい
下記から選択
1 気晴らし・気分転換 2 安⼼の提供 3 発達の⽀援 4 コミュニケーションの促進
5 不安・ストレスへの対処⽀援 6 ⽣活への意欲を⾼める 7 ⾃発的な訓練
8 ⼊院⽣活に⾒通しを持たせる 9 その他（
）
（ねらいの説明）詳しく説明する
ねらいの補⾜，但し書きなどがあれば，記⼊し
てください。

3． アセスメント（2）環境
（5） 遊びを展開する場

（6） ⼀緒に遊ぶ友だち（遊び集団）の状況

（7） 時間

⼀⽇のどの時間帯を利⽤できるか

⼀回何分くらい可能か

（8） 安全性の配慮

（9） ⼀緒に遊ぶ（そのような機会を作りたい）⼈

家族，医師や看護師
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配慮点

4． 計画

考えられる場⾯毎に（例えば，体調が悪い時と⽐較的良いとき等）

（1） 遊び

（2） ねらい

（3） 環境構成

（4） 遊び活動の導⼊と展開
下記を検討しておきましょう。
●これから 2 週間くらいまでの⾒通しの中での，導⼊から展開ま
での計画（どこで⾒直すかを含める）
●1 回の遊び活動での，導⼊から終了までの進め⽅と留意点
（セミナーに準備してくる遊び活動を中⼼に書いてください）
●1 回の遊び活動の評価の観点

（5） 親との協働

（6） 他職種との協働

（7） ボランティアの参加

（8） 安全管理上の配慮
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グループワークの結果から
福岡セミナーでは 23 名が参加し，17 の遊び活動の計画が提出されました。グループワークでどのような視点が出され
ていたかを掲載します。出されたものは幅広く，まとめを⾏う際には研修会のねらいに合わせて絞りこむ必要があります。
また，セミナーで紹介された遊び活動は，レシピ集として参加者に配付しました。レパートリーを増やしたいという要
望は⼤きなものがありますので，あわせて配慮しておきたいところです。

l

⼿作りの教材作成


l

感覚遊びの導⼊



l





l

保育⼠は⺟親が信頼している存在であることを⼦どもに分かってもらうために，事前に⺟親と話し合う
⺟親がお家に帰らないといけないことを保育⼠と⼀緒に説明，⺟親がいない間保育⼠さんとあそんでもらお
うなど，⼦どもに⾒通しを持たせるなどのロールプレイが⾒られた

「⺟親のことを気に掛けている」ということが伝わるような声かけ
⺟親へのケアを⼦どもと⼀緒にする


l

体調が悪くても本⼈がやりたいと思うときについて，どのように遊び活動を展開するか議論があった
本⼈の気持ちや，そばにいる⺟親の気持ちを受⽌め，尊重する
体調をよく⾒て欲張らないようにしないと，あとで疲れが出てしまう場合もあるので注意して調整する
遊び活動の終わり⽅が難しいという意⾒，先に終わりの時間を分かるように⽰して始めるという意⾒などが
出された

医師，看護師の巻き込み

遊び活動中に医師，看護師が処置に来たが，楽しそうなので，⼀緒にあそんでくれた
⺟親への⽀援は信頼関係をつくりながら，⼦どもと関わる


l
l

新聞紙をちぎり，⽔につけて，はがき作りをする遊びがあった
この遊びは，感触を楽しむという要素，壊す（この場合はちぎる）という要素，作るという要素，
（乾くのを）
楽しみに待つという要素が含まれる。これは，ストレスの発散と何かを能動的に作りあげるという⼆つの機
能が含まれる

遊びの時間だけではなく，終わってからあそぶ
体調の観察と遊び活動の調整，終わり⽅


l

⾒たり，聞いたりする受動遊びと，⾃分で作ったり，何かのふりをする（お店屋さんごっこなど）などの能動
遊び，状況に合わせた複数の遊びを組み合わせていた
同じ遊びを受動的にも能動的にも遊べるように⼯夫していた
保育⼠が⼦どもの代わりに作る場合などを含む

壊して作る


l
l

ストレスを発散させるため，感触を楽しむ遊び，アロマセラピーなどが準備されていた
アロマについては，抗がん剤治療によって感じ⽅が変わるので注意する

受動遊びと能動遊び


l

慧ちゃんはプリキュアが⼤好きということで，プリキュアを取り⼊れたカードゲームなど⼿作りの各種教材
が提案された

⼊院中は，親⼦共に気遣っている場合が多いので，その気遣いを形（⾏動）にしていくこともあってよい
アロマセラピーを⺟親に⾏っていくうちに，慧ちゃんもお⺟さんにしてあげたいといいだし，⼀緒にすると
いう形に展開していった

きょうだいへの対応





幼いきょうだいのために⺟親が家に帰るといっても，少しの時間であるが，⼤丈夫なのか
お⺟さんをお姉ちゃんに取られている感覚はあると思うが，少しでも帰ってくるのは嬉しいもの
その⼦どもさんと向き合う機会を提供することは⼤切。お姉ちゃんとは違う「わたし」を⾒た対応ができる
ように⺟親に伝える
外泊してきたお姉ちゃんのために堅く焼いた⽬⽟焼きを妹にも出したら，
「私は半熟が良い」と抗議されたと
いうケースが紹介された
お姉ちゃんの病気のこと，⼊院中の様⼦などを伝える，いつもあなたのことを気に掛けていることが分かる
ような対応（弟さんへのプレゼントをお姉ちゃんと⼀緒に作るなど）
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事例２（⼤阪セミナー2011 年）
作成者 ⼤阪セミナースタッフ
急性期の⼦どもの遊びについて深めるために考案された模擬事例です。参加者は当⽇，この事例を知らされ，検討を進
めていくという⼿順を取りました。

＜課題＞
１．ケースの概要と保育⼠としての課題
あなたの病院に次の⼦どもが⼊院してきました。翌⽇朝の看護師からの申し送りで、本⽇から出会うように
依頼がありました。本⽇出会って、保育⼠としての⾃⼰紹介をし、⼦どもと家族の情報を得てください。
そのときの情報をもとに、次の⽇の遊びを提供します。
（１）ケースの概要
⽒名：⼭⼝春花（はるか）（愛称 はるちゃん） 4 歳 1 カ⽉ ⼥児
診断：マイコプラズマ肺炎 髄膜炎（疑い）
家族：⼭⼝修（30 歳）会社員
⼭⼝陽⼦（32 歳）教師
⼭⼝武（愛称 たけちゃん）（1 歳 9 カ⽉）
アレルギー：⼩⻨粉
興味関⼼：プリキュアが⼤好き お気に⼊りの絵本とぬいぐるみがある
発達⾯：とくに問題なし
社会⾯：幼稚園年少クラス 仲良しは舞ちゃん、良⼦ちゃん、和代ちゃんで家でもよく⼀緒に遊ぶ
（２）経過と看護師からの申し送り事項：
はるちゃんは数⽇前から咳が⽬⽴つようになり、39℃の熱、頭痛と吐き気を訴えて受診してきました。診察
の結果、マイコプラズマ肺炎、髄膜炎（疑い）と診断され、即⼊院することになりました。
今朝も咳があり、体温 37.0℃、昨⽇に⽐較すると表情に余裕が出てきたが、活気はなく、⺟親も⼼配そうで
す。しばらくベッド上安静になりますが、本児の体調をみながら、関わってほしいとの看護師の依頼です。
看護師からの情報は下記の通り。
症状が落ち着くまではベッド上安静。検査もあるので、しばらく検査・処置への恐怖⼼などもおこりやすい。
持続点滴をしているため、おしっこが近い。⾷事は 1／2 程度を摂取。
⺟親によれば、はるちゃんは、初めての⼈や場所に慣れにくい。初めての⼊院で⼾惑っている。ただ、慣れ
たらおてんばなで、⽢えん坊のところもある。幼稚園の先⽣からは、がんばりやさん、頑固な⾯もあるといわ
れているとのこと。
⺟親は教師をしており、⽇ごろなかなか本児と関われず、体調不良を⾒逃していたのではないかとご⾃分を
責めるような発⾔もある。回復まではそばに居てやりたいと休暇を取られた。また、家に 1 歳 9 カ⽉の弟がお
り、弟の体調も⼼配している。弟については、昼間は⽗⽅の祖⺟、夜は⽗親が⾯倒を⾒ているとのこと。
（３）セミナーの当⽇、⺟親のロールを受け持った⼈が決める事柄
本⼈の⽣活リズム 本⼈の好きな絵本とぬいぐるみ（病院に持ち込んでいるかどうか）
本⼈の朝の様⼦ ぬいぐるみを持ってきてほしいと泣いている、などなど
家族の様⼦ ⾃宅と病院の距離 その⽇の⺟親の疲労度 その時々の⺟親のさまざまな要望
２．保育⼠としての課題
① その⽇のうちに本児、⺟親と出会い、保育⼠の存在を知ってもらい、今後のために必要な情報を収集し
ます。ロールプレイを⾏います。
② アセスメント表に記⼊していきます。保育⼠以外のみなさんも同様に記⼊
③ 次の⽇、回復の兆しがあるところでの、遊び活動を⾏います。ロールプレイを⾏います。
＜あらかじめ準備している素材、道具類＞
わりばし・アルミホイル・紙⽫・紙コップ・画⽤紙・ひも・⽑⽷・折り紙・輪ゴム・マジック・のり
セロテープ・はさみ・⾊つき塩・医療に関する⾝近な備品（マスク、グローブ、シリンジ等）
Ｗａｍｍｙ・ぬいぐるみ・枕・あきばこ・ままごとセット・パネルシアター
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＜ロールプレイの振り返りシート＞
ロールプレイを終えて、保育⼠は⾃⼰評価、それ以外の⼈は保育⼠への評価を記⼊してみましょう。
グループ（
） 記⼊者の役割（
）

１）情報収集について
項⽬

評価

初対⾯に伴う⼦どもや⺟親の⼾惑い、不
安、恐怖⼼などを受けとめる

①できた
②まずまずできた
③できなかった

⺟⼦関係を観察する

①できた
②まずまずできた
③できなかった
①できた
②まずまずできた
③できなかった

⼦どもを安⼼させるために必要な情報を
収集する
⼦どもの⽣活援助に必要な情報を収集す
る

①できた
②まずまずできた
③できなかった

⼦どもの遊び援助に必要な情報を収集す
る

①できた
②まずまずできた
③できなかった

⼦どもの保育所や幼稚園の様⼦を把握す
る
（病気のことをどう伝えているか）

①できた
②まずまずできた
③できなかった

家族に関する情報を把握する

①できた
②まずまずできた
③できなかった
①できた
②まずまずできた
③できなかった

保護者の抱えている様々な不安を把握す
る
（⾮⾔語的サインとしての不安にも留意）

保護者の病棟への要望

具体的に（収集した情報

病気に関する質問があった場合の対応
（質問が ・・・ なかった ・ あった）

①できた
②まずまずできた
③できなかった

２）保育⼠の役割の伝達
医師や看護師とは違う⽴場であることの
伝達

①できた
②まずまずできた
③できなかった

３）安⼼の提供
⼦どもと⺟親にある程度の安⼼感をもた
らすことができたか

できなかった情報）

①できた
②まずまずできた
③できなかった

４）初回⾯接の在り⽅について（反省事項などを含め、⾃由にご記⼊ください）

５）情報収集場⾯のロールプレイでやってみたい場⾯や⼦どもの疾患など

６）全体を通しての感想と意⾒・質問・ご要望など
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⼾惑い
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