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序 
 「医療保育、病弱教育に関する多職種合同研修システムの質の向上・普及の研究プロジェクト」の最終集
である第9集のタイトルを「小児医療の現場で多職種が連携・協働していく為に求められること」とした。
ここではリーダーを「現場のなかで専門性を発揮するために求められる力をもつ人材」と定義している。
看護師、保育士、特別支援教育担当教師が連携・協働して、子ども達の幸せのために、共に学び、育ち合う
ことができる人材を育成することにある。コンセプトは「自分を変え、環境を変える力」といえるかもしれ
ない。 
 
 これまで、現場でのリーダーシップ、とくに「共同の学びの場を創る力」に焦点をあて、これまでのセミ
ナー参加者に協力を得て、現状調査を兼ねた研修プログラムを開催してきた。研究メンバーで意見交換を
重ねるなかで、学びの場を創る作業には、個人の資質と職場環境（職場文化を含む）の相互作用に規定され
ることを意識することの重要性が確認された。 
 個人の資質の層には、 
a. 自分の実践の意図を他者に伝える力 
b. 他職種の仕事と仕事のベースにある考え方を理解する力があり、 

職場環境との相互作用の層には 
a. 自分たちの意見を聞いてもらえる環境をつくる 
b. 他職種のニーズに応えながら、そのニーズを拡大して自分たちの仕事に引き付けていく 

が考えられ、その結果 学び合いの場の構築の層に至るという考え方である。図式化は？ 
 また求められる力として 
A. 現場で実践を調整する力 
B. 現場で発信する力、関係調整する力、繋がる力 
C. 同一職種の後輩を指導する力 
D. 他職種へコンサルテーションする力 があげられた。 

 さらに研究メンバーでの意見交換において、多職種のなかで特に保育士は控えめな立ち位置で仕事をせ
ざるを得ない環境にありながら、理解者を得ていったのは成功体験があってのことではないかとの見解に
および、多（他）職種との連携・協働における困難と成功体験に目を向けること確認し合った。 
上記を踏まえて、行った調査が、第 9 集のコアとなるフォーカスグループインタビューである。その結
果を第二章で中心に紹介している。 
全体として４章で構成されている。 
第一章は、小児の医療現場における多職種連携・協働のあり方に関する考察として、「トータルケアとチ
ーム医療」「多職種連携・協働を高めるチームマネジメント」について解説し、さらにこれまでの取り組み
の成果を紹介しながら考察を深めていく方法をとっている。 
第二章は、多職種連携・協働について、フォーカスグループインタビューの調査結果から見出されたこ
とについて、小児医療の現場で多職種が連携・協働していく為に求められることを、看護師、保育士、特別
支援教育担当教師（以下教師とする）それぞれに着目してまとめた研究成果を中心に記述している。それ
ぞれの専門性の違いや役割の独自性に特化した内容になっているとはいえないまでも、それぞれのリーダ
ーとして求められる人材や多職種で活動していくために必要なリーダーシップ力について、言及を試みて
いる。 
第三章は、リーダーすなわち現場のなかで専門性を発揮するために求められる力をもつ人材の養成研修
会（多職種合同ワークショップ「病気のこどものトータルケアセミナー」）の取り組みについて、コンセプ
トを確認しこれまでの研修会の実績について紹介した。さらに、福岡セミナーの企画・運営を行ってきた
スタッフの成長と課題について検討した。多職種のなかで控えめな立ち位置で仕事をせざるを得ない保育
士が語り合える仲間を求めるだけでなく、多職種に開かれたセミナーを企画・運営するなかで獲得してき
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たものは、医療保育士としての自覚や現場における多職種協働の実行スキルを含んでいた。 
第四章は、私たちが開発してきた多職種連携・協働を主要テーマとしてとりあげた研修プログラムのい
くつかを紹介する。 
 
今回の結果を踏まえて、よりよい連携・協働のための共同の学びの場を創る力ための研修会が促進され
ることを心から願うものである。多職種の連携・協働に関心の高い関連職種の皆様に忌憚のないご意見を
賜れれば、誠に幸いである。 
 

研究代表者 濱中喜代 
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第一章 小児の医療現場における多職種連携・協働のあり方に関する考察 
 
子ども特に入院中の子どもの生活を支える医療チームとして、医師、看護師、保育士、教師が存在する。
他の職種も関りがあるが、ここではこの四者特に「発達を支援する」という視点をもって、子どもの最善の
利益を追求して連携・協働している後者三者におけるあり方について考えていきたい。 
 
 
１．トータルケアとチーム医療 
 

 1) トータルケア 
トータルケアの概念は、当時ボストン小児病院に勤務していた小児がん治療の先駆者であるシドニー・
ファーバーにより、生み出されたもので、ファーバーによる直接の指導を受けた聖路加国際病院の西村昂
三氏によって 1960 年日本の小児科臨床誌で初めて紹介された概念である１）。様々な定義があるが、ここ
では「小児医療におけるトータルケアとは、患児と家族の精神・心理、経済、ライフステージなど生活のあ
らゆる面での支援を指す。医師や看護師・技師・薬剤師のほか、心理士やソーシャル・ワーカー、理学療法
士、作業療法士、チャイルド・ライフ・スペシャリストなど幅広い職種が参集して行うチーム医療である」
２）によることとする。トータルケアはイコールチーム医療である。最初に紹介されてすでに 57 年経過し
ており、真のチーム医療を築くためには不可欠な概念であるにもかかわらず、実際に子どもや家族を中心
に、医療・福祉・教育が連携しあい、トータルケアとして十分に図られているとはいまだ言えない状況にあ
る。それがゆえに、この概念の重要さをここでは再度確認しておきたい。 

 
 2) チーム医療の進展と課題 
まずチーム医療について考えてみよう。 
細田３）はチーム医療の要素として以下の４つを説明し、その 4 つの相克関係を図のように示している。 
 

①専門性を備えてそれを発揮しようとする「専門性志向」 
②患者の声を最優先しようとする「患者志向」 
③チームメンバーとして複数の職種が位置づけられることに関心を寄せる「職種構成志向」 
④複数の職種が対等な立場で協力して業務を行うことに関心を寄せる「協働志向」 
 

そのなかで相克関係とは異なる相補性についても述べるとともに、チーム医療を実践していくこととは、
フォーマルであれ、インフォーマルであれ、自由にコミュニケートし合う中で最適な医療を見つけていく
営為と述べている。 
次にチーム医療の進展についてみてみよう。 
チーム医療の進展は 1999 年保健医療専門職の国際組織である国際看護師協会、世界医師会、国際歯科
連盟等において合同で組織した WHPA は「よりよい健康のためのチーム力の向上」をテーマにあげチー
ム医療の重要性を強調している。また国内でも 2010 年 3 月に厚生労働省が「チーム医療の推進に関する
検討会の報告書」４）をまとめ、チーム医療を推進していく方針が示された。このようにチーム医療は医療
が高度化、専門化、複雑化していく中で医療の対象者である患者（患児）がよりよく生きることを支えるた
めにますます重要になってきている。チーム医療を円滑に行うためには、構成している職種間の連携・協
働がキーになるのはいうまでもない。 
次にチーム医療を実践している看護師に対する調査から看護師の困難についてみてみよう。チーム医療
のなかで看護師が困難に感じている具体的な内容として、吾妻ら５）は【職種を越えて連携・協働する】【組
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織からの支援を得る】【チーム内で自分の能力を発揮する】【医師と連携・協働する】【チームのモチベーシ
ョンを高める】【適切な役割分担を行う】【チームで情報を共有する】の 7 カテゴリーが抽出されたことを
報告している。ほかの調査でも同様な結果が示されており、職種間の連携・協働の難しさを示す結果と解
釈され、チーム医療における重要課題と捉えられる。 
一方、同じメンバーの共同研究において岡崎ら６）はチーム医療を実践している看護師が多職種と連携・
協働する上で大切にしている行為について、その具体的内容は【チームの人間関係やコミュニケーション
を大切にする】【多職種の専門性や価値観を尊重する】【チームメンバーへの対応と働きかけ】【チームの中
で自分の基本姿勢を持つ】の4クラスターに分かれていたことを報告している。これらは、細田７）のいう
「協働志向」すなわち複数の職種が対等な立場で協力して業務を行うことに関心を寄せることに基づいた
ものであり、協働のために価値観の尊重や自分自身が協調し協力が得られるように接する等の基本姿勢を
大切にしていることが示めされ、職種間の連携・協働に努力している現状が伺えた。 
 近年、チーム医療におけるチームメンバーに、患者本人や家族を含むという考え方も浸透してきつつあ
る。第２章に示す今回の調査では、対象に患者本人や家族を含まなかったが今後はそのような視点も必要
となってくるであろう。 
また共通の目標のために、その達成を目指す協働を専門職連携実践（inter-professional work: IPW）
といい、患者や利用者のニーズに合わせた統合されたサービスを提供するチームマネジメントがさらに見
直されてきている。それと連動して、2002年以降大学などでは、基礎教育にチーム医療を推進するための
専門連携教育（inter-professional education: IPE）の実践が始まり、効果が検証されつつある。 
 
 
２．多職種連携・協働を高めるチームマネジメント 
 
 1) 多職種連携・協働とは 
まずここでは立ち戻って、それぞれの言葉の定義や概念について確認してみよう。 
連携（英: cooperation）とは、「同じ目的で何事かをしようとするものが、連絡をとり合ってそれを行う
こと。また連絡を密に取り合って、一つの目的のために一緒に物事をすること。」と考えておきたい。 
一方、協働（きょうどう、英:Coproduction、英: cooperation）とは、一般的には「複数の主体が、何
らかの目標を共有し、ともに力を合わせて活動すること、協力して働くという意味」である。同じ韻の言葉
に協同があるが、協同も協働も、同じ目的に向かって力を合わせ、物事を行うという意味では同じだが、協
同は役割分担などが事前に決まっていることが多いのに対し、協働はそれぞれができること、得意分野の
ことをする場合に用いられることが多い。また、どちらも一緒に行動するとは限らないが、協同よりも協
働の方が、より一緒に行動するという意味合いが強い。 
看護分野では協働とは「複数の個人や組織が共通の目標に向かって共に働くプロセスで、この過程は知
識を共有し、共に学びあうことを通して創造的なものになる」をさす（collaboration）８）。 
現在、小児の医療現場では治療技術の進歩に伴い、多くの専門家による専門分化が進み、医師、看護師、
保育士、特別支援教育担当教員等の連携・協働による質の高い支援が求められている。看護師は入院中の
こども達が必要としている他の専門職種による支援にも目をむけて、ケアを立案し、連携・協働を進めな
ければならない。連携・協働関係の形成のためには、お互いに対する信頼と尊重が不可欠である。そして目
的を共有し、それぞれの専門性の相互理解を深め、情報共有し、コミュニケーションを図って、お互いの役
割と責任を確認しあい、補い合って創造的に成果をあげることが重要となる。 
ここで注目したいこととして、協働は看護実践上の倫理的な概念でもあることである。ICNの看護師の
倫理綱領の４の「看護師と協働者」において 
・看護師は看護および他分野の協働者と協力的で相互に尊重する関係を維持する、 
 ・看護師は個人、家族および地域社会の健康が協働者あるいは他のものによって危険にさらされてい
るときは、それらの人々や地域社会を安全に保護するために適切な対応を図る、 
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・看護師は協働者がより倫理的な行動をとることが出来るように支援し適切な対応を図る、 
とされている。出典：国際看護師協会（ICN）日本看護協会(訳)：ICNの看護師の倫理綱領 
従って、看護師は他分野の方々との協働において、倫理的な行動となるよう支援するという役割も担っ
ていることにも着目しておきたい。 
またここでは、協働について、複数の主体が目的を共有し、連絡を取り合うだけでなく力を合わせて活
動する。協力して働く、得意分野で力を発揮することができるようになる。という意味があると解釈し、連
携よりは大きな概念ととらえて、考察を進めていきたい。 
 
 2) 多職種連携・協働のための相互理解・補完 
まずそれぞれの職種の雇用形態や専門性、能力等について考えてみよう。 
看護師には医師をはじめとする医療従事者とともに医療・看護を適切に行い、対象の生活を整える役割
が期待されている。他の職種の中で一番多人数の複数集団であり、看護師間のサポート体制が職場の中に
整っている。 
保育士では雇用形態が組織によってかなり異なる。例えば常勤か非常勤、単独配置か複数配置、同一職
種か複数職種等である。全体として非常勤も少なくなく、少人数もしくは単独配置が主である。医療の現
場にあって、遊びを中心とした子どもの成長・発達の支援や家族への支援等の重要な役割を担っている。
また保育士（医療保育専門士）の現行の問題として、「自らの言葉で専門性を語る力」に問題を抱えている
ことがこれまで開催してきた多職種合同ワークショップ研修プログラムの会の中でも議論されてきた。 
また多職種と連携・協働していくにあたり求められる能力は、実践者としての専門性の向上、多職種と
の交渉力も含めた組織管理的な視点、後輩育成やコンサルテーション・スーパーバイズ等の教育的能力、
が必要とされる。（『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」多職種合同ワークショップ実施ガイド
ライン』参照） 
教師は支援学校でない限り、全体として少人数もしくは単独配置が主である。訪問、分教室等の単独行
動があっても、本校等の組織的バックアップがあり、支援を受けることが可能である。教師には健康障害・
病状に合わせた学習面の支援という大きな役割がある。しかしながら勤務異動が少なくなく、経験が蓄積
されにくい環境に置かれている。 
次に先行研究からそれぞれの相互理解や相互補完について考えてみよう。 
保育士と教師に関する先行研究は少ないことから、ここでは保育士と看護師に関する先行研究、次に看
護師と教師に焦点を当てた先行研究から連携・協働について考えてみたい 
保育士と看護師の仕事は重なりが多くあり、保育士が病棟に配置され始めた当初、それぞれの役割の守
備範囲が不明確なことから、少なからず混乱があったことは否めない。松尾ら９）は、1995～2006年の間
の保育士の活動内容や看護師との連携についての関連文献は36件あったと報告し、そのなかで、看護師が
保育士との連携について認識不足であったり、連携上の問題に気付いていなかったりする可能性があった
ことを指摘している。さらに看護師と保育士との関係は本来指示系統中にあるものではないが所属が看護
部であることなどから、曖昧な立場に置かれており、ただ単に専門性の理解だけではなく、業務規程の明
確化や所属の検討等管理的な視点での問題解決があると提言している。2002年に診療報酬改定により、常
勤の保育士の配置とプレイルーム配置を条件に、保険点数が算定されるに至り、保育士導入の施設が増加
し、また 2007 年には医療保育専門士の資格認定が開始される等、状況は大きく変容しているものの、い
まだ管理的な対応について問題解決しているとはいえず、注視していくことが求められる。 
また山北ら 10）は、看護師と医療保育士の専門性・協働に関する認識の幅に違いがあることを指摘し、看
護師に積極的に理解しようとする姿勢を求めており、連携・協働のための相互理解においてもまだまだ課
題があるといえよう。 
看護師と教師に焦点を当てた先行研究として、濱中ら 11）は小児が入院している病棟の師長・主任への教
育支援のための教育と医療の連携・協働に関する調査結果から、子どもがより良い教育支援を受けるため
には、教師と医療者の連携が必須であり、その時間や人手などの資源が今以上に必要となること、情報交
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換や相互理解が課題であると報告している。 
また同様の調査結果から看護師の役割として感染予防・プライバシー漏洩防止が高かったものの、看護
師の役割と指摘されてきた学習環境の調整が低かったことや教師に対しては身体情報・心理社会的状況へ
の期待が高く、教科書の学習は 1 割程度と低い結果であったことを報告している。入院している子どもの
教育支援のために相互に補完し合って教育と医療の連携・協働を進めていこうとする姿勢が確認された。
さらに教師との連携内容は日頃からの情報交換が９割弱と多く、病棟管理者との話し合いも６割あったと
報告している。これらのことから看護師は教師との関係において、ある程度相互理解や相互補完が図られ
ていると認識していることが示めされた。 
一方濱中ら 12）は院内学級の教師へのインタビュー調査から、教師は自身の役割として【発達の保障】【心
理的な支援】【学習面の支援】【つなぐ役割】【安心できる場の提供】【保護者の支援】を挙げていることや治
療計画や看護情報を取り入れて、教育計画を調整し、自らと相手の専門性を大切にしていたことを明らか
にしている。 
さらに濱中ら 13)は院内学級の教師へのインタビュー調査から連携の課題として、【退院に関した連携体
制の整備】【人事異動の引継ぎのシステム化】【情報交換のシステム化】が抽出されたことを報告しており、
連携・協働における体制の整備やシステム化が課題となっている。 
これらのことから小児医療の現場で多職種が連携・協働していくには、相互理解とともに相互補完が鍵
となっているが確認された。看護師が多職種連携の調整役を果たしていくには、看護実践としての調整能
力や情報交換の要となる役割を果たすことが重要と考える。 
 
 3) 多職種連携・協働を高めるためのチームマネジメントとチーミング 
篠田 14）はチームマネジメントについて「組織・チームが、人、モノ、お金、情報、知識という経営資源
を共有し、有効に活用することで、質の高いサービスを生み出す営み」と定義している。さらにチームは画
一的なものではなく、状況に応じて変化するという、きわめて柔軟なものであるとしている。モノやお金
については言及しないことにして、篠田の考えに基づいて考えていきたい。 
同じく篠田 15）はチームマネジメントを高めるスキルとして、参加型の事例検討を提唱しており、「臨床
知」の形成につながるとしている。本研究チームの取り組みにおいても事例検討を重ねてきており、効果
的な方略であったと考える。  
一方エイミー・C.エドモンドソン 16）は「チーミング」という概念をもとに、学習する力と実行する力を
兼ね備えた新時代のチームの在り方を提唱している。チーミングは動詞であり、境界のある固定された集
まりではなく、動的な活動であるとし、成功するチーミングは、①率直に意見をいう、②協働する、③試み
る、④省察する、の４つの特別な行動が伴っているとしている。また組織に不可欠な学習は個人が一人で
重要な問題を分析・解釈して生まれるのでなく、むしろ人々が柔軟性のあるチームを組んで集団的に仕事
と学習することによって生まれるとしている。リーダーすなわち現場のなかで専門性を発揮するために求
められる力をもつ人材の養成研修会はこのような考えが基礎にあって取り組みがなされたといえよう。 
 
【引用文献】 
１）細谷亮太・真部淳：小児がんーチーム医療とトータル・ケア（中公新書 1973）中央公論新社 2008 
２）才木クレイヒル滋子：トータルケアと病院内教育．インターナショナルナーシングレビュー 32（5）：25－29 2009 
３）細田満和子：「チーム医療」とは何か．日本看護協会出版会．東京．2012.62－63 
４）www.mhlw.go.jp/shingi/2010/03/dl/s0319-9a.pdf チーム医療の推進について 
（チーム医療の推進に関する検討会報告書）平成 22年 3月 厚生労働省 
５）吾妻知美、神谷美紀子、岡崎美晴他 チーム医療を実践している看護師が感じる連携・協働の困難 甲南女子大学研究紀要第 7

号 23－33 2013 
６）岡崎美晴、吾妻知美、神谷美紀子、岡崎美晴他 チーム医療を実践している看護師が多職種と連携・協働する上で大切にしてい

る行為－テキストマイニングによる自由記述の分析 甲南女子大学研究紀要第 8号 1－11 2014 
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７）細田満和子：「チーム医療」とは何か．日本看護協会出版会．東京．2012. 
８）アン・デービス：実践・研究・教育の協働における倫理―学問の発展とより良い看護ケアのために．日本看護倫理学会誌 2(1)：

50～62．2010出典 
９）松尾美智子、江本リナ、秋山真理江：子どもが入院する病棟の看護師と保育士との連携に関する文献検討－現状と課題－日本小

児看護学会誌 17（1）、58－64、2008 
10）山北奈央子、浅野みどり：看護師と医療保育士の子どもを尊重した連携における認識－医療保育士の専門性に焦点をあてて－日

本小児看護学会誌 21（1）、１－8、2012 
11）濱中喜代、中村由美子、日沼千尋他：入院している子どもの教育支援のための教育と医療の連携・協働に関する研究―看護師長・

主任への全国調査による検証―日本小児看護学会第 21回学術集会 2011 
12）濱中喜代、荒川まりえ、高橋衣：入院している子どもの教育支援のための教育と医療の連携―関東地域の教師に対するインタビ

ュー調査の結果－日本小児看護学会第 22回学術集会 2012 
13）濱中喜代、高橋衣、荒川まりえ：入院している子どもの教育支援のための教育と医療の連携―関東地域の教師に対する踏査的調

査の結果－日本育療学会第 16回学術集会 2012 
14）篠田道子：多職種連携を高めるチームマネジメントの知識とスキル 医学書院. 2011、 1 
15）同上書 66－67  
16）エイミー・C・エドモンドソン著・野津智子訳：チームが機能するとはどういうことか 英治出版株式会社 2014 

 
 
３．小児医療の現場で活動する看護師・保育士・教師の連携・協働のあり方に関する考察 
 
 1) 病気療養児の教育と保育 
これまでのわが国における病気療養児の教育１）は、明治後期より結核罹患児等を対象として個人教育の
形で一部の療養施設で始まり、戦後、国立療養所等の特殊学級や養護学校の設置へと発展した。そして、昭
和40年代には進行性筋ジストロフィーといった長期療養型施設で療養する子ども、昭和50年代では心身
症や小児がん等の理由で療養する子どもへ、医療の進歩等と共に病気療養中に教育を必要としている子ど
ものニーズが拡大していった。それに伴い、平成6（1994）年に文部省による「病気療養児の教育につい
て（通知）１）」等の改善充実への取り組みが始まった。その後、長期療養から短期間に入退院を繰り返す子
どもの増加に伴い、平成25（2013）年には、文部科学省から長期療養を必要とする子ども中心から通学が
困難な病気療養児の教育的ニーズを踏まえた指導が可能となるよう「病気療養児に対する教育の充実につ
いて（通知）2）」が出され、療養中の子どもの教育の充実が図られるようになった。 
また、わが国で保育士が医療機関で活動を開始したのは昭和29（1954）年、聖路加国際病院の小児病棟
で、昭和40年代には当時の国立療養所の重症心身障害児病棟に保育士が配置されたが、その後は進まなか
った 3）4）。最近になって各種医療機関での保育士の導入が盛んになってきているが、そのきっかけは、平成
3（1991）年に当時の厚生省児童家庭局長の諮問による「これからの母子医療に関する検討会」で「病児保
育」や「病棟保育」の必要性に関する報告が行われたこと、現在の「日本医療保育学会」の前身である「全
国病棟保母研究会」の発足等であるといわれている 4）5）。特に、平成14（2002）年に保育士の常駐を条件
とした診療報酬改定が行われ、平成19（2007）年に医療保育専門士の資格認定制度が始まったことで、全
国の小児医療の現場で活躍する保育士が一般的となった。 
 
 2) 子どもの療養生活にかかわる看護師・保育士・教師の現状 
急速な医療の進歩は小児がん等の治療予後を改善し、治療のみを優先する状況から療養中の子どもと家
族のQuality of life（以下、QOL）も重視できるような変化をもたらした。このような変化は、病気療養
中であっても子どもらしい生活を営めるよう、医師や看護師等の医療専門職からの支援に加え、保育士や
教師等の様々な医療以外の専門職からのサポートを充実させることにもつながっている。 
しかしながら、多様化する病気療養中の子どもに対応する教師や保育士は、教育や保育の専門職であっ
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て日々高度化する医療機関で働くことを前提とした養成カリキュラムを持っていない 3）4）。その上、教師も
保育士も医療現場の中では少数配置で、勤務態勢も施設によって異なることから、様々な問題が報告され
ている 3）4）6）7）。特に、医療機関で働く看護師と保育士は、協働を望んでいるものの、お互いの専門性の発
揮や協働方法等に課題を抱えていることが明らかにされてきている 8）。それらの対応策の一つとして、多
くの医療現場でカンファレンス等が開催されているが、開催状況は組織によって参加人数や職種等の違い
がある。筆者らが企画する研修に参加した保育士や教師は、医師や看護師等が開催する医療現場のカンフ
ァレンスでは、意見を述べることに課題を感じている人が多い。 
多職種が交流することでお互いの理解が深まり、現状を改善できるヒントが得られるのではないかと考
え開催してきた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 9）で得られた知
見の一つに、多職種が参加するカンファレンスで自らの専門的意見を述べるためには支援の方向性を明確
にし、周囲にわかりやすく伝えるスキルを持っておく必要性がある。しかし、筆者らの研修に参加してい
る保育士や教師は、各人が作成した保育や学習の限定的な計画はあっても、看護師のように個人の全体像
を把握した上で計画を立案し、活用すること（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 第 2集：個別支援計画の立案と実施 参照）が一般的な状況にはなく、自らの各専門的な支援の方向性
や内容を関連職種へ伝えることが難しいと感じていることが多い。また、各専門職が情報を整理検討し、
療養を必要とする子どもに対してどのような支援計画を立案し実践しようとしているのかについて明らか
にした報告やスキルを身につける方法の報告はみられない。 
そこで、模擬患者に対する看護師・保育士･教師の各専門職の個別支援計画を分析することにより、各職
種の計画にどのような特徴や課題があるのか現状を明らかにする必要があると考え調査を行った。 
 
 3) 調査の概要 
(1) 方法 
2010年から 4年間に開催された研修の中から、看護師・保育士・教師の参加が複数名あり、同一の模擬
患者に対する職種別個別支援計画が得られ、研究参加の同意が最も多かった 1 回の看護師 3 名、保育士 9
名、教師 3 名が作成した個別支援計画を分析対象とした。模擬患者は、標準危険群にある急性リンパ性白
血病の診断で化学療法を受ける、教師と保育士が関ることのできる小学校入学時期（6歳）の子どもであっ
た。 
研修参加の条件は、看護師は「日頃使用している看護計画書式」または「保育士や教師が使用する個別支
援計画書式」を使用して立案した計画、保育士や教師は研修企画者により作成された情報・アセスメント・
計画で構成されている既定の個別支援計画用紙（『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
修プログラム集第２集：個別支援計画の立案と実践』を参照）で立案した計画を提出することであった。 
この調査は所属大学倫理審査委員会の承認（2010年度第 6号、2011年度第9号）を受け、収集された
データの一部をまとめたものである。 
倫理的配慮に関しては、研究参加者へは①研究の主旨、②研究の参加は自由意思で途中辞退も可能で、
研修参加に支障をきたさない、③プライバシーの侵害がない、④研究成果の公表予定がある、⑤研究期間
終了後は速やかにデータを消去し、結果をまとめたものを配布する、⑥研究実施中及び終了後の研究者の
連絡先について説明し、承諾を得た。 
提出された個別支援計画の記述結果を研究対象とし、個別支援計画の情報については、筆者間で検討し
必要と判断した患者情報を踏まえているか、アセスメントについては、一般的な発達や病態などの知識と
事実情報、事実確認の姿勢を含んだ上で状況を総合的に判断し、個別支援計画に関連させているか、計画
については、情報やアセスメントとの関連性、専門性のある実践可能な具体的な内容であるか、の３つの
指標に沿って形式的記述状況と関連性、各職種の専門性の特徴について分析した。 
 
(2) 結果 
個別支援計画の情報収集については、保育士･教師･看護師とも現在の子どもの状態や行動について記載
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していたが、先の見通しについての情報記述は少なかった。 
保育士・教師・看護師のアセスメント項目については、各専門職が共通してアセスメントしていた項目
は、日常生活援助では食事、療養に関しては感染対策、項目を問わず全体では遊びやコミュニケーション
についてであった。 
特に食事では、保育士は孤食を防ぐ等成長・発達に応じた支援、教師は子どもの意向をくみ取り体調に
合わせた支援、看護師は化学療法の副作用による食事摂取困難への支援であった。また、感染対策に関す
るアセスメントでは、保育士は他の子どもとの交流や体調不良等による療養生活上のストレスへの対応、
教師は体調に合わせて学習内容を変更する対応、看護師は検査結果に応じた個室隔離や他職種との連携に
ついてであった。 
情報とアセスメントの関連性は、保育士・教師・看護師全てが記述した内容に関連が認められると判断
できたが、一般的な発達や病態等の知識と事実情報、事実確認の姿勢を含んだ状況を総合的に判断し、個
別支援計画に関連させているかについては、記録内容を読み取る今回の調査方法では判断が難しく、結果
から除外し、今後の課題とした。 
保育士・教師・看護師の計画は、各専門に関する支援目標、日々実践していると思われる内容が記述され
ていた。どの職種の計画でも、いつ・どこで・誰が等の具体的な実践方法の記述は少なく、各専門職に共通
して他職種との連携に関する記述はみられたが、具体的にどのように連携していくのかは記述されておら
ず、同一職種で行う実践内容のみ記述されていた。 
 
 4) 調査結果から考えられる課題と改善策 
(1) 専門性を発揮するためのスキル強化の必要性 
保育士の個別支援計画は本人への日常生活支援等の保育実践、教師は全て学習支援、看護師は診療補助
と療養生活支援、他職種との調整についてであった。特に、保育士と教師の個別支援計画は、病状の理解や
治療方針等の将来的な見通しに関係しない、その時々の子どもの反応を中心とした、各専門分野の実践活
動が中心であった。保育士や教師は、病状の理解や治療方針等の将来的な見通しについての理解に課題を
抱えている可能性を示しており、各専門職が必要とする医学知識、特に病状の理解や治療方針等の将来的
な見通しに関する理解を深めていければ、病気療養中の子どもと家族の QOL を向上させていく活動がよ
り拡大・充実すると考えられた。 
しかし、小児医療の現場で活動している保育士や教師は、医師や看護師のように医学についての専門的
な知識を得る機会があまりないまま、病気療養中の子どもの支援を行っている。入院中は、生活支援その
ものが治療と密接に関係しており、状況によっては子どもの病状や治療方針を理解した上での生活支援が
必要で、医師や看護師とは異なる教育背景を持つ保育士や教師であっても、入院している子どもへの生活
支援を行う場合は医学知識が必要となり、その知識を含めた各職種の専門的実践活動が求められる。 
保育士や教師が小児医療の現場で実践活動するためには、どのような医学知識を深めていけばよいかは
明らかにされておらず、今後の課題である。 

 
(2) 同一支援行為を実践する各専門職の共通性と独自性 
「専門知識及び技術をもつて、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業
とするもの」3）である保育士と、「傷病者等に対する療養上の世話及び診療の補助」10）をする看護師は、小
児医療の現場では、共に療養中の子どもの生活支援を実践する専門職である。そして、教師も学校生活の
中で子どもの生活面の教育や支援にかかわる職業である。今回の個別支援計画でも、食事をはじめとした
共通の日常生活支援内容が保育士と教師、看護師の個別支援計画に記述されていた。しかし、食事等の同
じ子どもの生活支援でも、保育士は細やかな入院生活状況や本人の発達状態等を最優先とした生活支援の
視点、教師は本人の意向を汲み取る援助の視点、看護師は疾患の治療を最優先とした生活支援の視点で考
える等、各専門職の特徴が反映されていた。このように、食事支援ひとつとっても、保育士と教師、看護師
のアセスメントや実践行為の意図には多くの違いがあることが明らかとなった。これは、同じ模擬患者を
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展開した個別支援計画の分析から導き出された結果だからこそ得られたもので、保育士・教師・看護師が
日常生活支援等の同じ行為を実践する場合でも、その行為の専門性には共通する部分としない部分を複雑
に併せ持つことが明らかとなった。見た目は同じ行為に見えても、その行為の意図には共通する部分とし
ない部分を複雑に併せ持つ性質が保育士と教師、看護師にはあり、そのような性質があるからこそ看護師
と保育士の協働に関する先行研究の結果 6）7）8）にあるように、協働を望んでいるものの、お互いの専門性
の発揮方法等に課題を抱えている現状となっているのではないかと考えられた。入院という特殊環境に置
かれ、医療行為を受ける子どもにかかわる各専門職は、自ら実践の意図を多角的に検討した上で、根拠を
示しながら専門的意見をわかりやすく周囲に伝える必要があり、同じ行為を違う専門性を持って実践する
職種同士だからこそ、今回の研修で用いた個別支援計画の立案を実施していくこと、広く医療現場で活用
されることが必要である。更に、多職種で同じ支援が可能な内容でありながら同一職種で行う計画内容の
みが記述されていた今回の結果から、今後は、多職種で実践する支援内容があることを意識した実践計画
にしていく必要があり、各専門性を発揮させながらどのように協働していくのかの検討を重ねていく必要
がある。 
見た目は同じでも共通する部分としない部分を複雑に併せ持つ行為にはどのようなものがあり、何が相
互理解を阻んでいるのか、どのような解決方法があるのかについて、より明確にしていくことも今後の課
題である。 
 
【引用文献】 
1）文部科学省．病気療養児の教育について. 

http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/t19941221001/t19941221001.html 2015.06.22．確認 
2）文部科学省．病気療養児に対する教育の充実について．http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1332049.htm  

2015.06.22．確認 
3）山田千明、林恵津子、高橋君江、石田治雄．病棟保育における保育士職の専門性．共栄学園短期大学研究紀要 2009；25：137―153． 
4）笹川拓也、宮津澄江、入江慶太、神垣彬子．医療における保育の必要性と課題．川崎医療短期大学紀要 2010；30：55-59. 
5)帆足英一．専門職の役割と養成．谷川弘治、駒松仁子、松浦和代、夏路瑞穂編．病気の子どもの心理社会的支援入門．第２版 京

都：ナカニシヤ出版 2009：214-215． 
6）秋山真里江、江本リナ、松尾美智子、飯村直子、西田志穂、筒井真優美.子どもが入院する病棟の保育士に関する文献検討．日本小

児看護学会誌 2008；17(1)：79－84． 
7）松尾美智子、江本リナ、秋山真里江、飯村直子、西田志穂、筒井真優美.子どもが入院する病棟の看護師と保育士との連携に関する

文献検討.日本小児看護学会誌 2008；17(1)：58－64． 
8）飯村直子、江本リナ、川口千鶴、中村伸枝、日沼千尋、平林優子．医療施設における看護師と保育士の連携の実態 健やか親子 21

推進事業 小児の入院環境向上のための活動［保育関連職種との連携プロジェクト］．日本小児看護学会誌 2008；17(2)：66
－72． 

9）谷川弘治．学び合い支え合うつながりを身近につくる．小児看護 2012；35（1）：2-8． 
10）荘村明彦．医療六法（平成 26年度版）．東京：中央法規出版株式会社．2014：1348． 
【注】 
「第一章 ３．小児医療の現場で活動する看護師・保育士・教師の連携・協働のあり方に関する考察」は、甲斐恭子、関佳子、谷川弘
治．子どもの療養生活にかかわる看護師・保育士・教師が作成した個別支援計画の現状と課題．小児保健研究 2016；75-4：511～
518．の内容を加筆修正し、掲載した。 

 
 
４．職場内・職場間の連携と協働を進めるために 
 
 ここでは生活と発達の支援にかかわる専門職として医療フィールドに参加する病弱特別支援教育を担当
する教師の立場から、職場内・職場間の連携と協働という課題にどう向き合うかを考察する。 
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 1) 研修の必要性と課題 
(1) 職場内、職場間の連携と協働の類型 
 医療を要する子どもと家族の笑顔を引き出すという課題における協働は、笑顔を引き出すという目標を
共有し、職種や職場の違いを超えて、対等な立場でコミュニケーションを図り、目標を調整し、お互いの立
場や役割を活かせるよう調整を行って、全体として目標達成に向かうプロセスと言える。すべての職場内
あるいは職場間で、このような意味での協働を実現しているわけではなく、さまざまな形の連携がある。
職場内（部署間）あるいは病院と病弱特別支援学校のように日常的に共通の対象への支援を展開している
職場間で考えると、多くは次のような類型の間に位置付くものと思われる。 
 
①	支援対象に対する部署あるいは職場の固有の役割を担うために、部署間あるいは職場間で必要な情報
の交換を行う 。一般に、それぞれの年間業務計画と行事予定、感染防御や安静度の考え方、緊急時の
連絡体制など、支援対象の利益を守り、事業計画の遂行に影響を与える最低限の情報が含まれる。職
場間では、年に 1、2 度の連絡会の設定が行われている場合が当てはまる。個々の支援対象について
は、定型的な連絡票などで、日々変化する情報伝達が行われる。 

②	部署を超えて（職場内で）、あるいは職場を超えて（職場間で）、支援対象に対する支援目標を共有し、
役割分担をして目標達成を図ることを目指していく。目指していくと表現したのは、連携と協働は過
程であって、職員の交代など、さまざまな要因の影響を受けて変化するためである。①で示す情報交
換にとどまらず、日常的に個々の支援対象に対する情報の共有と調整が必要である。定期的なカンフ
ァレンス、随時のカンファレンス、日常的なスタッフ間の相談など、意識的な情報交換が行われる。
この形態は、情報の交換だけでなく、相互の情緒的サポートなども行われることが一般的と思われる。 

 
 ①の類型であっても、他の部署や職場の業務方針、専門性、個々の支援過程に対する理解、自らの部署へ
の要望などを捉えていくこと、自らの業務への理解と協力を得ていくことは必要である。職員の専門性や
人となりは、支援対象の言動などから、推測されることがあるため、仕事をしていること自体が、他の部署
や職場へのコミュニケーションとなっていることを自覚していたい。それゆえ、連携と協働のためのスキ
ルアップや、日々の業務の振り返りは不可欠である。 
 
(2) 連携と協働を規定する支援の関係構造 
 連携と協働は、職場内あるいは職場間のシステムに依存する。ここでは、その中核に位置付く支援関係
を検討する。連絡会やカンファレンスなど、システムの形式面だけでなく、次に示す支援関係そのものを
意識することで、調整の進め方に目を向けることができる。 
 
①	子どもと支援者の関係 
 近年の小児医療において、病気の子どもは治療と生活の主体と考えられるようになってきた。支援者
は、子どもの発達に応じた十分な説明を行い、15歳までは納得に基づく医療を、それ以上は同意に基づ
く医療を展開する。入院生活の送り方も可能な限り子どもの意思を尊重していくことが必要であるが、
それは言葉で語られることばかりではなく、言葉にならないさまざまなサインとして示されることがあ
る。さらに、子どものサインは、いろいろな人に対して、いろいろな形で現れるため、かかわりをもつ
支援者が情報を持ち寄ることが大切になる。また、子どもと支援者の関係を考慮することで、だれがど
のような役割を担うかを検討することができる。 

 
②	治療目標に対する支援者のスタンス 
 とくに、保育士や教師は、家族とは違う存在であり、治療に直接かかわる医師や看護師とも異なる存
在として子どもたちに受け入れられる。遊んでくれる人、勉強を教えてくれる人、プレイルームや教室
で見守ってくれる人であり、家族には言いにくいことも言える存在であることもある。このような役割
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を活かしていくことと、治療に協力していくことが齟齬を来さないようにしなければならない。また、
保育士がプレパレーションを実施したり、協力することが増えているが、それは医師や看護師の肩代わ
りであってはならない。チャイルドライフスペシャリストや保育士が行うプレパレーションは、医師や
看護師とは異なる存在として子どもの声やサインを読み取っていくことが核となる。同様の事情は、病
弱教育におけるセルフケア行動の支援にも当てはまるであろう。治療目標に対する協力、治療に主体的
に参加できるような支援においての役割分担は、支援者間で十分な共通認識を作り上げていきたい。 

 
③	親の役割 
 子どもの支援は、親（主たる養育者）と支援者の関係に影響されることは言うまでもない。信頼関係
を築くことができるように努める必要がある。さらに、連携と協働という観点からは、他の部署や職場
の職員と親の関係にも目を向ける必要がある。とくに、連携の相手である職員と親との間にトラブルが
あるときには、中立的にかかわる慎重さが欠かせない。 
 他の職場との連携と協働を図るためには、親の果たす役割がたいへん大きなものとなる。職場を超え
ての情報交換は、個人情報の保護を基本において考える必要があるため、少なくとも親の了解に基づい
て行われなければならない。さらに、親が親としての役割を果たすことができるように支援するという
視点は欠かせない。退院後の遊びや教育を含めた生活を考慮して、親のやるべきことを検討する。その
視点からみると、入院中、もとの学校に何かを依頼したいというときにも、すべてを親の了解の元に学
校間でやりとりをすることだけでよいのかどうか熟慮したい。親は、親として役割を全うできる、わが
子のためにやるべきことはやっているという自信をもつことが必要であり、その意味での支援の対象者
でもある。それは退院後の生活の中での、医療と保育や教育との連携の要にもなり得ることを意識して
おきたい。 

 
④	支援者と支援者の関係 
 連携と協働を実現するには、支援者同士がギブアンドテイクの関係を築くことが基本となる。自分た
ちの視点から子どもの利益を考え、相手側から情報を得るだけでなく、相手側の視点からも考え、理解
を深めることで、相手にどのような情報を提供すれば、より効果的に議論を進めたり、実践を進めたり
できるかを考えたい。 

 
 ところで、コミュニケーションは、言葉で表現された情報が伝わるだけでなく、言葉の背後にある意図
や感情なども読み取られる。コミュニケーションギャップは、言葉で表現された情報が正しく伝わらない
ときだけでなく、相手の意図が読めない、こちらの意図が正しく伝わらない、さまざまな感情が（ときに間
違って）伝わってしまうといった状況を意味する。 
 伝えようとしている情報が意味するところ、その背後にある意図やみたてなどが相手にどう伝わってい
るかは、やり取りを通して確認し、正確に伝える丁寧さが大切であることを示す例を２点あげておきたい。 
 
①	コミュニケーションの手段 
 支援者が用いる言葉や、背後にある専門性あるいは行動規範は一つの文化を形成している。そのため
伝えられた情報は相手の文化に基づいて解釈されることがある。たとえば、使用される概念の違いの例
として環境整備がある。保育士にとってのそれは「掃除、飾り付け、ものの配置等」といったもので構
成されるが、看護師にとっては「安全な環境、感染予防」といったもので構成される。 
 医師から保育所や学校に対する依頼として「普通にさせてください」という場合があるが、「普通」に
込められた意図には「通常の運動量」、「他児と比較しない」、「特別扱いにならないようにする」、「本人
の判断に任せる」、「見守る」など多様なものが考えられる。「通常の運動量」を意味している場合も、保
育所や学校の環境や教育方針によって現場の「通常」に対するイメージが医師とは異なる可能性がある。
運動量の場合は学校生活管理指導表などを活用するなどの工夫が可能である。 
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②	場面をとらえる相互の視点 
 2013 年度大阪セミナーでは、ベッドサイドの個別保育として子どもの遊び場面を観察するワークを
行ったが、保育士と看護師の視点の違いが指摘された。たとえば、「子どもが、黙々とシールを貼り付け
ている」という場面について、看護師からは「言葉の発達は大丈夫なのだろうか」と確認する意見が出
され、保育士からは「遊びに集中しているので、言葉について指摘されるとは思わなかった」という意
見が出された。看護師には看護師としての役割があるため、入院後の症状の経過、点滴のルートなど現
在の子どもの状況などから確認したいことがある。もちろん同一職種からも多様な意見が出されていた。
事象を多角的に検討し共通理解に至る為には、率直な意見交換が大切である。 
こうしたやりとりを通して、相互の視点や取り組み方を理解したり、なにを、いつ、誰と、どのように
話し合う必要があるかを判断する力などが獲得できると思われる。 

 
詳しくは拙著『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 
第８集：表現力を高める』を参照されたい。 
 
 2) 連携と協働の機能 
 ここまで連携と協働の構造を検討してきたが、その働きについても簡単に述べておきたい。主な機能は、
次の3点と考えられる。 
 
①	支援の計画と実践の相互調整 
 それぞれが進める支援が支援対象のニーズに即して進んでいるかをチェックし、必要な調整を図るこ
とで、支援目標を達成する。 
 

②	関係調整 
 支援対象と支援者との関係をより良いものにしていくために、支援対象者の意図や感情を代弁したり、
支援対象者自身による行動を促進する。また、支援者間のコミュニケーションギャップを取り除き、信
頼関係を醸成する。 
 

③	モチベーションの維持 
 支援者のモチベーションを維持する。目標達成によってモチベーションを維持するということだけで
なく、職種や部署を超えて、情緒的サポートが行われる。 

 
 医療フィールドは感情労働の場であり、生命にもかかわる厳しさがある。最善を尽くしながら、燃え尽
きを引き起こさないためにも、立場を超えて思いを共有することは重視すべきであろう。 
 
 3) 連携と協働の方略 
(1) 連携と協働の質を向上させる方略の全体像 
 連携と協働の質を向上させるためにできることは、①個々の職場内あるいは職場間の連携と協働のシス
テム向上にむけた計画的な取り組み、②個々の職員のスキルアップのための訓練の実施、③職場間の連携
と協働をバックアップする地域のネットワーク作り、という3つの層からなると考えられる（図.1）。 
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個々の場における連携と協働のシステム向上計画 

   
 

 
 
 
 

     図 1 連携と協働の質向上のためにできること 
 
(2) 連携と協働のシステム向上の計画的取り組み 
 職場内、職場間の連携と協働システム向上の計画的取り組みの手順は図 1 の上段にプロセス図として示
した。これは、個別支援のプロセスではないことに注意されたい。連携と協働の現状について、みたてを行
い、目標を設定、計画を立てて運用し、チェックを行う。この一連の作業を年度当初に計画し、進めていく
ことをお勧めしたい。 
 
①	みたて 
 すでに述べたように、現実の連携と協働は多様である。病院と病弱特別支援学校の日常的な情報交換
と調整についてみると、完全な分業体制であり、日常的な情報交換の場がなく、親を通してのみ情報が
交換される、あるいは最低限必要な注意事項のみが交換されるという形態がある。反対に、定期的なカ
ンファレンスや日常的なやりとりが盛んに行われ、支援対象に関する情報交換と調整がスムーズであり、
同じ目標に向かって関係者が一緒に考えて歩んでいると評価できる形態もある。各々の職場が、連携と
協働に関してどのような方向性をもっているか、それを少し変えるとすればどのようなことができるか
を分析すること、これがみたての1つめの基本的視点である。 
 2つめは、情報交換のルールを分析することである。とくに、情報の管理の指針、具体的には守秘義
務遵守の規定、文書等の管理方針、情報交換の目的と交換範囲や方法に関する取り決めなどをチェック
し、ブラッシュアップの必要性を検討する。電子カルテの閲覧・書き込み権限のあり方はここに含まれ
る。 
 3つめは、代諾者である親の大筋の了解をどのように得ているかを分析することである。とくに職場
間の連携において、どの職場との間で、どういう目的で、どういう範囲の情報交換を行うかについて、
どのように了解を得ているか、さらに、どういう場合にはあらためて親に相談するかといったルールと
その運用について検討する。これらのルールには、明文化されていない、暗黙の了解事項になっている
ものもある。その場合、関係者の共通理解が得られていない可能性もある。 
 4つめは連絡調整機能の分析である。連携の相手の窓口、窓口の連絡調整機能がどの程度働いている
かを検討する。病院は、ラインとチームの動きがあるため、その時々の情報伝達、意思決定、指示はラ
インに沿って行われるのか、チームで行われるのかを把握し、課題に即した適切な窓口を選択しなけれ
ばならない。 
 さらに、相手側に、事前に相談できるなど、依拠できる職員を見つけておきたい。病院であれば、医
師、看護師、ソーシャルワーカー、保育士だけでなく、リハビリテーションスタッフ、薬剤師、管理栄

訓練の実施 

地域のネットワーク作り 
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養士、臨床検査技師、さらに庶務課などの事務組織も有力な協力者となってくださることがある。 
 
②	目標設定 
 これから一年間、どのような連携と協働を目指すかを明らかにする。病弱特別支援学校からの訪問教
育では病院職員に挨拶する機会も少ないかもしれない。そうであれば、「まず、あいさつしよう」、「相手
の名前を覚えよう」、「今年はカンファレンスを積極的に提案してみよう」などの目標設定が考えられる。 
目標設定に際して、子どものニーズと最善の利益を優先する、保護者の要望を配慮するなど、優先事項
を整理しておきたい。また、無理をしない、相手に無理をさせないような目標設定を考えたい。 

 
③	計画と運用 
 設定した目標には、連携と協働のシステムやルールの見直しへの合意形成、連絡票などのツール作成
や修正といった組織的なものから、カンファレンスの工夫や日々の会話の改善など身近な個人レベルで
できるものまで、さまざまなレベルがあるであろう。計画は、できるだけ課題に応じた現実的な手順に
まで具体化したい。また、組織的な課題は一職員でできることは限られるため、上司の助言を得ながら
部署として検討する。 
 連携の相手の理解を得ていくためには、事例を通しての交流だけでなく、研修計画を知ってもらう、
研修会に講師として招聘する、行事では代表者のあいさつを依頼するなど継続的な配慮が不可欠である。
さらに、インフォーマルな場での交流なども大切にする。まだ相手の人となりが分からないとき、関係
作りがうまくいっていないときには、必要に応じてワンダウンの位置に下がり、「教えてもらう姿勢」で
接することが有効である。 
 以上のように、多層的な課題設定と関わり方を意識しておきたい。 

 
④	地域との連携における保育士や教師による「つなぎ」の支援 
 退院と復学という局面での、病院や病弱特別支援学校としての地域諸機関との連携に際しては、保育
士や教師による「つなぎ」の支援を検討したい。これは子ども・家族と地域諸機関とのコミュニケーシ
ョンを促進することであり、ⅰ保育所や学校でどういう困難がありうるのかを予測して子ども、家族、
関係者に助言すること、ⅱ本人が何について心配なのかを把握し関係者に代弁すること、ⅲ地域側の保
育士や教師が心配しがちなことを把握し関係者との調整を図ることなどが含まれる。さらに、地域の職
員を交えたカンファレンスにおいて、保育士や教師は、本人の病院でのがんばりや良いところを具体的
に伝える、カンファレンスに参加した子どもや親が発言しやすくなるよう場の雰囲気を和らげるなど、
固有の役割を担うことができる。こうした視点からの実践の向上方策についても、ぜひ検討していただ
きたい。 

 
⑤	チェック 
 計画の見直し時期をあらかじめ決定し、実施状況をチェックする。その際、次項で述べる個人のセル
フモニタリングを行い、スキルアップの課題を意識していきたい。ただし、一人で抱え込まず、相談で
きる状況は必須である。 

 
 

(3) 個人のスキルアップのために 
 個人のスキルアップのための訓練ないしはスーパービジョンの課題を検討する。表 1 は、連携と協働に
かかわる日々の行動のセルフモニタリングのチェックリストである。「イエスかノーか」あるいは「程度」
や「頻度」で自己評価する。職場内、あるいは病院と病弱特別支援学校のように日常的に連絡を取り合うべ
き職場間の関係を念頭に作成したため、病院と地域の学校間のように大きな節目での連携を評価する場合
は、「頻度」での評価は難しいかもしれない。 
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 個人のスキルレベルのチェックリストを表 2 に示した。利用する場合は、項目を追加、修正することを
お勧めする。いずれにしても、自分を振り返ることを大切にしたい。職場の内外の人間関係は動的であり、
人事異動もある。苦労して作り上げてきた信頼関係が簡単になくなってしまうことも起こりうる。こうし
た中で、仕事への情熱をなくさないということが、もっとも重要なことであろう。ここに示したセルフモ
ニタリングツールは、一人一人が専門職として、なにをなすべきか、どこまで改善できたかが明確になる
という意味で、モチベーションの維持に役立てたい。 
 
表 1 日々の連携と協働にかかわる行動のチェックリスト 
• 情報交換、意見調整の場を確保し、内容の充実を図っている（カンファレンスでの発言内容の工夫など） 
• 連携と協働の相手と顔を合わせ、声をかけている 
• 連携と協働の相手に伝えたいこと、相手が伝えたいことを、相手の立場に立って具体的にイメージし、コミュニケ
ーションを図るようにしている 
• 合意事項は遵守し、見直し時期を設定している 
• 連携と協働の相手が関わりやすいような環境づくりに努めている（医療者の参加企画、子どもと医療者の関係の良
循環の促進） 
• 子ども本人の意思決定を尊重している 
• 連携の進め方について、一人で抱え込まず、適宜、助言を得ることができている 
• プラス思考で実践を進めることができている 
 
表 2 連携と協働のスキルのチェックリスト 
• 連携と協働の相手の役割や権限を理解し、尊重した行動ができる 
• 情報交換は保護者の了解が必要であることを理解し、手続きを踏むことができる 
• 連携と協働の相手の仕事と職場の仕組み（意思決定・指揮命令系統・役割分担・外部との窓口）、雰囲気（職場文
化）を理解し、適切な関わりを築くことができる 
• 連携と協働の相手の立場・思考パターン、関心を把握し、配慮したコミュニケーションを図ることができる 
• 連携と協働の相手の要望をとり込み、計画を調整することができる 
• 自らの行動を省察し、誤りは率直に認め、原因を明確にして、行動を変えることができる 
• 笑顔やあいさつなど、基本的な社会人としてのふるまいができる 
• 連携と協働の相手の戸惑い、不安や怒りなど、否定的な感情を受容し、感情的な安定をもたらすことができる 
• 連携と協働の相手と当事者間にトラブルが生じている場合、距離を保ちながら、関係調整を試みることができる 
• 地域の保育所あるいは地元校への連絡の取り方について、ノウハウを学び、活かせる 
 
(4) 地域のネットワーク作り 
 連携と協働は、個々の職員や職場の努力に任せてしまえない課題でもある。連携と協働のシステム構築
をバックアップするネットワークを、地域単位で組織していく必要がある。以下、いくつかの方策をあげ
ていきたい。 
 １つは、医療と教育の連携と協働を考える場合、都道府県レベルでの調整の場を設けることである。長
野県では病院職員と学校教職員、医療と教育の行政担当者、保護者らが集まって、院内学級や長期入院児
訪問支援制度等の現状と課題について意見交換する場を設けてきた。２つには、病気の子どもと青年の自
立支援や地域生活支援のネットワーク作りがある。病気に対する誤解や偏見をなくすためには個別の事例
を通しての連携だけでは不十分であり、小児慢性疾患患者・経験者、親、専門職者、難病支援団体、ボラン
ティアなどが集い、協働して地域に向けて発信していくことが求められる。こうした取り組みを通して、
関係者がつながり合うことは、日々の連携と協働にも大きな影響を与えると思われる。3つには、医師、看
護師、教師、保育士、ソーシャルワーカー等が一堂に集って行う研究における協働のネットワーク作りで
ある。各種学会（その地方会）、研究会、研修会などの組織をつなぐことが課題となる。 
 
【注】 
「第一章 ４．職場内・職場間の連携と協働を進めるために」の内容は『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」研修プログラム集第３集』に加筆したものである。） 
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第二章 フォーカスグループインタビューから見出されたこと 
 
 
１．	研修会の概要 
 筆者らは、2010 年より小児医療の現場で活動する保育士や教師の専門性の向上を目的とする多職種交
流研修会を開催してきた。その中で、小児医療の現場で協働する看護師や保育士、教師は、食事などへの同
じ支援において異なる目的意図を持つ場合があり、その支援の専門性には共通する部分としない部分を複
雑に併せ持ち、お互いの職種を深く理解し協力できるような対応策を必要としていることが明らかとなっ
た 1）。そこで、小児医療の現場で活動する多職種がどのように連携・協働しているのかを共有する目的の
研修会を開催した。 
参加協力者は 2010 年よりこれまで開催してきた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」に参加した経験をもち、小児医療での現場経験を 3 年以上もつ各専門職に協力を依頼し、
調査に同意が得られた参加者（表1）にインタビューガイド（表2）を用いてフォーカスグループインタビ
ュー(午前・午後各90分)を行った。調査に同意した参加者は、東京、大阪、九州の医療機関に勤務、ある
いは勤務経験がある教師6名、看護師3名、保育士2名の11名であった。 
 倫理的配慮として、研究参加者に研究趣旨、自由意思による参加、途中辞退権利、プライバシー保護など
を文書と口頭で説明、署名で同意とし、所属大学倫理審査委員会の承認を得た。 
 インタビュー内容を逐語録にし、教師の小児医療現場における協働・連携に関する発言を類似性や関連
性に着目して整理し、小児医療現場で活動した経験をもつ看護師・保育士・医療福祉に精通している研究
者間で検討した。 
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２．	多職種連携・協働における課題 
 

1）小児医療の現場における多職種連携 
看護師の場合： 
ある看護師は「どうしても夜勤へ申し送らないといけない。そして、この仕事を全て終わらせておか

なければ夜勤者が困ると思い、優先順位をつける。（中略）他職種との連携を阻んでいるのは同職種かも
しれない。」と、看護師しか実施できない処置などを優先し、「話は後で聞く」といった対応を取りがち
であることを語った。また、保育士も忙しく「看護師と違って非正規雇用なので、そこまでの熱意を持
てませんと言われてしまった」という経験をもつ看護師は、「忙しいので、お互いに遠慮しているという
か、連携できていない」、忙しさを理由に「保育士や教師と交流を持とうとまではいかない」と語った。 
24時間の交替勤務であることや業務の多忙さなどの理由が専門職間の連携を阻む場合があった。 
保育士の場合： 
ある保育士は、施設に一人勤務や複数勤務の場合があり、複数勤務では同じ職場で正規と非正規雇用

勤務の場合、非正規雇用のみの場合など、雇用形態が様々であった。また、同じ職場に保育士とチャイ
ルド・ライフ・スペシャリスト（以後、CLS）や子ども療養支援士が勤務していた。 
また、ある保育士は、保育士とCLSなど、支援内容が重複する場合は、「（保育士は）治療、検査、そ

ういうことに対する処置、説明、プレパレーションなど（CLSが実践すること）からは一切、手を引い
ています。（保育士は）医療行為をあまり知らないことにして 、子どもたちやお母さんたちに関わって
います。」と他の専門職と支援が重複しないようにしていた。そして、医療行為を行わない職種と意識し
て支援活動を行うことを「制服が白ではないので、白衣を見て怖がる子どもたちっていうのは保育士に
はなくて（白衣を見て怖がる子どもたちの反応は保育士にはない）、子どもとの距離がグッと縮まるので、
ある意味『ラッキー』で、他のスタッフには申し訳ない」と語った。 
教師の場合： 
今回の参加者は、訪問学級と院内学級の勤務者であった。訪問学級では、5～6ヶ所の学区内の病院を

訪問する場合や子どもの入院が稀な成人との混合病棟に訪問する場合があった。院内学級では、単一の
小児病棟である場合 と 複数病棟から一か所の学級に通ってくる場合があった。 
また、ある地域では、6年で必ず勤務異動があり、知識と経験を積んだ教師が残らない環境にあった。

また一方で、病院訪問 2 年目で、「子どもたちにどのように向き合って力になっていければいいかと悩
む」と経験の浅い教師が対応に苦慮していた。 
教師は、小児医療の現場では少数または単独配置で、経験を積みにくい状況の中で教育活動を行って

いた。その為、子どもの状態を把握する情報や医療従事者からの助言などを必要としていた。しかし、
「看護師は、朝は忙しくてゆっくり話ができない」など、情報を把握している医療従事者の勤務時間と
教師の授業時間などのスケジュールが合わず苦慮していた。そのような中、教師は、医療従事者以外の
保育士から情報を得たり、カルテ閲覧可能な子ども療養支援士から情報収集をしたりしていた。 

 
2）各職種が語った役割 
（1）自らが意識する役割 
 看護師の場合： 

看護師は「子どもと医師の間に立つとよく言われるが、医療寄りに看護師は立っている、どちらかと
いうと、病気を治すところを第一目標に子どもを説得する側に立っている」などと語った。 
保育士の場合： 
保育士は「遊びをメインに活動している」「入院患者である子どもとその家族が、安心して入院生活を

送ることができるようにサポートする職種である」などと語った。 
教師の場合： 
教師は「入院中の子どもにとっての学習の場は、元の生活に近い場であり、学校生活であり、かなり
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医療からは離れている」などと語り、「（入院中の）学校教育は、将来の目標になる場」であり、医療者と
は別な立場で社会と「つなぐ役割」があると考えていた。 
 

（2）お互いの役割 
看護師の場合： 

  教師を「病気を治さなければいけない中で、学校で勉強しないと次のステップに進めない課題もある
ので、（学習によって）次につなげている役割を担っている」と考えていた。 
  保育士を「医師と子どもの間に立っているのは、保育士のほう」と考えていた。 
保育士の場合： 

  教師を「外の世界につなげることができる、日常生活に復帰をするときに、一番近くでサポートでき
る人」と考えていた。 
  看護師を「医師と子どもの真ん中に立ってくれている」と考えていた。 
教師の場合： 

  保育士を「学校では言わないこともいろいろ話せるお姉さん」と考えていた。 
  看護師を「治療など体のことを中心にしながら、家族関係から全て考えて、教師と情報交換する、医師
よりは子どもに近い存在」と考えていた。 
 
3）小児医療の現場における多職種連携の現状と課題 
  看護師は医療現場では、「多職種連携でのコーディネーター役、患者とメディカルスタッフのリンク役
に適している」2）と言われている。しかし、現実は夜勤の交代時間などの制約から、医療処置に追われ、
他職種との情報交換時間を十分に確保できていないことが明らかとなった。「看護師が 24 時間 365 日、
日勤・夜勤と交代で継ぎ目なく、人と人、人と情報、情報と情報をつないでいるからこそ、医療の質が担
保されている。2）」と言われているように、医療の現場を同職種でつなぐことが唯一可能な職種である。
そして、その強みを生かして多職種連携の調整役を果たしていくためには、情報交換の窓口となる看護
師を配置したり、調整時間を工夫したり、対応を行っていく必要がある。 
  保育士の雇用環境は、同じ職場に正規と非正規雇用者が勤務している場合があり、同じ専門職で同じ
職務内容であっても、職位や勤務時間などが微妙に違うことで連携に影響を及ぼしていた。また、保育
士と支援内容が重複するCLSや子ども療養支援士が勤務している状況は、専門職が増えたメリットがあ
る一方、同じ支援が可能な専門職同士であるからこその新たな課題を生じさせていた。しかし、保育士
は CLS と支援内容が重複する場合、医療行為をあまり知らないことにして子どもと家族に接すること
で、自らの専門性のメリットが強調されるようにしていた。このようなどちらの職種も実践可能な支援
をあえて区別していたことは、曖昧になりがちな保育士とCLSの役割を区別し、保育士の専門性をより
強調することにつながっていた。 
  今後、益々重複する支援が可能な専門職同士が活動する場が増えると予想される小児医療の現場では、
自らの専門性や独自性を意識して、協力したり、役割分担したりといった対応が一層必要になると考え
る。更には、職場内で多職種間のこうした考えを遠慮なく共有していけるような職場風土をどうつくる
かが、もっと重要となってくる。 
  小児医療の現場で活動する教師は、様々な施設環境で子どもの状態に応じた教育を提供しなければな
らない。そして、療養している子どもの数は、病状などの様々な理由で増減し、個別対応が必要なため、
少数配置で単独活動を行っていることが多い。その上、教師は日々高度化し、複雑化する医療現場の情
報を更新していく必要があり、以前より高度な対応能力が求められるようになっている。今回明らかと
なった経験を積んだ教師が数年で代わる環境にあることは、小児医療の現場で活動する教師に更なる個
人努力を要求する厳しい状況であった。医療知識や入院治療中である子どもへの対応経験が浅い教師へ
の支援体制や今後の人事異動の改善などが課題であり、早急な対応策を必要としている。 
一方で、看護師や保育士、教師が語るお互いの役割は、お互いを的確に表現し、尊重しあっている内
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容であった。これは、今回、複数職腫が参加したからこそ得られた情報であった。また、2002年の診療
報酬改定や 2007 年の医療保育専門士の認定などの施策により小児医療の現場に保育士配置が進み、看
護師などの医療職と保育士や、保育士と教師の支援活動が増えたことで、看護師と教師の理解を深める
ことにもつながったのではないかと考える。 
今回の研究参加者は少数であり短時間の間に語られた内容であるという限界はあるものの、結果は小

児医療の現場で活動する職種間の理解を深め、連携・協働の方法を改善する手がかりを考えていく材料
になるのではないかと考える。 

 
4）今回の結果から導き出された多職種で活動していくために必要な力 
² 自らの専門性や独自性を周囲の人々に分かりやすく伝えられるようになる。 
² 自らの専門性や独自性を意識して協力したり、役割分担したりといった対応ができるようになる。 
² 各専門職のお互いの活動や役割の理解を深める。 
² 看護師が多職種連携の調整役である自覚を高める。 
² 看護師が多職種連携の調整役を果たしていくために、看護実践の時間管理調整能力や情報交換の窓口
としての役割を果たすための対応スキルを上げる。 

² 保育士や教師の医学知識（病状の理解や治療の影響、感染対策など）を深める機会を設ける。 
² 職場内の多職種間で考えを遠慮なく共有していけるような職場風土をつくる。 
 
【引用文献】 
1）甲斐恭子、関佳子．谷川弘治.子どもの療養生活にかかわる看護師・保育士・教師が作成した個別支援計画の現状と課題.小児保健
研究 2016；75（4）：511-518. 
2）福原麻希.チーム医療を成功させる 10か条-現場に学ぶチームメンバーの心得-.東京：中山書店、2013：175. 
【注】 
「第 2章 １．多職種連携・協働における課題」は、甲斐恭子、濱中喜代、小林京子、小野鈴奈、谷川弘治、「小児医療の現場におけ
る多職種連携の現状と課題―医療従事者、保育士、教師間のフォーカスグループインタビューから」第 64回小児保健協会学術集会で
発表（演題番号：P2-05）した内容を加筆修正し、掲載した。 

 
 
３．	小児医療の現場で多職種が連携・協働していく為に看護師に求められること 
 
1）はじめに 
子どもの療養生活においては、子どもの成長発達を考慮することが重要で、多職種がそれぞれの専門性
を発揮しながら協働するチーム医療が求められている。しかし、臨床現場の多職種協働の実際や課題、看
護師の役割に関する報告は少ない。そこで、協働について、看護師、保育士、教師が抱く互いの専門性への
認識と協働における課題を明らかにし、多職種協働において看護師に求められる役割を考察した。 
 
2）子どもの生活を支援するという共通の専門性をもつ協働 
看護師、保育士、教師とも子どもの生活を支援するという共通の専門性を持ちながらも、看護師は医療
と子どもを繋げる役割をもつことが抽出された。一方、保育士については「子どもと家族が安心して入院
生活をおくることができるようにサポート」といった子どもと病院の生活を繋げる役割が語られ、教師は
「（病院の）外の世界につなげる・・・元の生活に近い場として教室がある」と、子どもを入院前・後の元
の生活に繋げる役割を持っていることが抽出された。これらの役割認識は、《医療者か医療者以外がある協
働》の有り様へとつながっていた。 
すなわち、保育士は「医療行為をしない職種、医療行為をあまり知らないっていうことに徹して子ども
たち、お母さんたちにも関わるようにしている」として、医療行為に関する看護師の役割を理解・尊重しな
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がら、医療行為との適度な距離を保ちつつ、子どもと家族に寄り添うこと目指していた。また、そうするこ
とで、病院は医療の場と意識した上で、あえて医療行為との距離を保ち、子どもと家族を病院での生活の
適応につなげていた。 
同様に、教師は組織や所属が看護師・保育士とは異なる状況下での協働で、医療者以外という立場が強
くなっていた。そのことが「体のことを医療がやって、（学校の）先生は知らないだろうっていうふうに思
って子どもが言えることもある」のような子どもとの関係性をつくり、病院における子どもへの生活支援
全体として、「医療」－「病院での生活」－「子ども本来の生活」という広がりをもった支援体系を形作っ
ていた。 
 
3）協働を進めるための具体的な取り組み 
協働を進めるための具体的な取り組みの一つは《情報を共有する》ことであった。この《情報を共有す
る》は、日常的なコミュニケーションを大事にしながら、信頼関係を築き、子どもへの生活支援のための情
報共有をいつ・誰と・どのように図るのかを見極めてすすむ取り組みであった。特に、保育士、教師は自分
たちを医療以外と認識する中で、子どもの病状や治療に関する情報を看護師から得ることを望みながらも
業務時間の違い、日常の忙しさなどから入手困難を感じていた。その状況の中で、日常的なコミュニケー
ションはメンバー同士が互いを知り、情報の交換や支援の方向性の共有をしやすい素地づくりとして捉え
られ、いつ・誰と・どのように共有を図るのかの見極めをスムーズにすると考えていた。さらに、「子ども
自身がある程度になると、これはどの人に話したらいいかとか、子ども自身が我々を上手く使い分けてい
る（教師）」といった《子どもと家族の伝える力》も認識されていた。この力は入院中だけではなく、子ど
もが元の生活に戻った時などの長期にわたって子どもの生活を支える力としても語られていた． 
 
4）看護師に求められる力 
看護師、保育士、教師の協働は子どもの生活を支援することを目的に、それぞれの専門性を認識しなが
ら行われていた。協働によって「医療」－「病院での生活」－「子ども本来の生活」へと支援の範囲の広が
りが出来る中で、実現には医療者と医療者以外という情報の共有の困難とそれに対する工夫がされていた。
看護師は医療の窓口としてタイムリーに保育士、学校教師と情報を共有し、支援の方向性の共有を図る役
割あると考える。 
 
5）今回の結果から導き出された多職種で活動していくために必要な力 
² 看護師・保育士・教師はそれぞれ子どもの生活の支援という共通の専門性をもちながら、看護師は医

療、保育士は入院中の生活、教師は入院前・後の生活（元の生活）につなげる独自の専門性があるこ
とを認識し、日常の支援にその認識を活用できるようになる。 

² 保育士は、時に医療行為をしない、医療行為をあまり知らない立場で看護師とは違った支援を実践す
ることがあることを理解し、連携・協働できるようになる。 

² 教師は、看護師や保育士と組織や所属が異なる状況下で活動していることを忘れずに連携・協働でき
るようになる。 

² 情報共有には、日常的なコミュニケーションを大切にしながら、いつ・誰と・どのように・何の情報
共有を図るのかを見極める力をつける。 

 
【注】 
「第 2章 2. 小児医療の現場で多職種が連携・協働していく為に看護師に求められること」は、小林京子、甲斐恭子、濱中喜代、小
野鈴奈、「「小児医療の現場での多職種連携していくために看護師に求められる力」日本小児看護学会第 27回学術集会で発表（演題番
号：O-031）した内容を加筆修正し、掲載した。 
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４．	小児医療の現場で多職種が連携・協働していく為に保育士に求められること 
 
1）はじめに 
子どもの療養生活において医療以外の生活面も重視し、生活の質の維持や充実、遊びと発達の保障など
のため、医療の場に保育士が配置されるようになった。2002年の診療報酬改定により、プレイルームの設
置と常勤の保育士の配置を条件に、保険点数が算定されるようになり、保育士を導入する施設が増加した。
また、2007 年度より日本医療保育学会が「医療保育専門士」の資格認定を開始したことで、医療の場で保
育士が専門性を活かした活動を行い、多職種との連携・協働やチームアプローチの実践・研究報告も増え
つつある。 
しかし、看護師と保育士の連携や協働をテーマにした研究報告では、情報交換や相互理解などの課題が
指摘されている。 
そこで、多職種が連携・協働していくために保育士に求められることを分析した。 
 
2）多職種が連携・協働していくために保育士に求められること 
大きく分けて【コミュニケーションの力】【情報共有の力】【チープアプローチする力】【実践・支援をゴ
ールにつなげていく力】の4つの力が求められていることが明らかとなった。 
（1）コミュニケーションの力 
病棟で勤務するスタッフは看護師や医師が大半であるが、施設内には助産師、リハビリテーションスタ
ッフ(PT・OT・ST)、臨床心理士、薬剤師、管理栄養士、MSW(医療ソーシャルワーカー)、臨床工学技士
などがおり、必要に応じて子どもと家族への支援を行っている。また、CLS(チャイルド・ライフ・スペシ
ャリスト)・HPS(ホスピタル・プレイ・スペシャリスト)・CCS(子ども療養支援士)など、保育士と同様に
遊びを通して子どもとかかわる職種が勤務する施設も増えてきている。そのような中、保育士や特別支援
教育担当教師(院内学級・訪問学級教師)は単独配置または少数配置の施設が多い。 
 そのため、同職種以外のスタッフと関係性を築くためには、日々のコミュニケーションが重要となる。
挨拶や日常的な会話、飲み会や勉強会など、業務とは異なる場面での交流が関係構築を促し、業務上での
コミュニケーションも円滑になる。 
インタビューに参加した保育士も、リハビリテーションスタッフと昼食を共にすることを提案したり、
気遣いや相手を知る努力を心掛けたりしていた。 
保育士が、積極的に他職種と交流を図ることで相互理解が深まり、遠慮せずに言いたいことが言える関
係があることで、業務においても相談や意見交換が自然と行われ、より良い連携・協働ができると考えら
れる。 
（2）情報共有の力 
 医療の場での保育は、子どもの病状や安静度の変化や発達段階などに応じて、子どもと家族の状況に合
わせたかかわりを行い、見通しをもった保育や個別性の高い配慮のためにも、情報共有が不可欠である。 
 保育士も申し送りやカンファレンスなどに参加したり、カルテを閲覧したりするなど、他職種と情報共
有や情報交換を行っている施設がある一方、保育士はカルテを閲覧する権限がなかったり、看護師から依
頼があったときのみ保育を行う保育士は、申し送りに参加する必要がないと上司から言われたりすること
もあるという。 
 保育士が望む看護師との情報共有や相談の在り方とは、看護記録等の紙面を通した情報交換やカンファ
レンスだけではなく、「日常の業務の中で看護師と直接言葉を交わすことで得られる‘生きた情報’を共有す
ることである」という報告もある。しかし現状は、忙しそうにケアを行っている看護師に声をかけづらい
という語りもあった。 
 そのような中、保育士が行っている工夫としては、得られた情報の内容を整理するとともに、情報を提
供する場合には情報を共有する必要がある内容かどうか、相手・時間・場所・手段(口頭・カルテ記載など)
を判断するようにしているとのことであった。また、保育士の役割や専門性を踏まえて、保育士だからこ
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そ得られた情報を自ら発信していく必要性が、看護師や教師の語りの中で見出された。 
 そこで保育士は、保育の知識以外にも疾患や看護・医療に関する知識を持っていることで、他職種や子
どもと家族とのかかわりの中で得られた情報を整理したり、情報を理解して判断したりすることが可能に
なると考える。 
（3）チームアプローチする力 
医療の場では、療養生活のさまざまな場面で多職種がかかわって支援している。ある場面や課題に遭遇
したとき、保育士がもっている情報やアセスメントから、その時の状況を的確に把握し、その場面で子ど
もと家族にとって何が必要であるのか、保育士はどのように対応するべきかなどを判断し、臨機応変・柔
軟に調整する力が必要である。 
そして、各々の職種の独自性や役割を他職種と共有することで、各支援の方向性を確認できるとともに、
職種によってアプローチの仕方や方法が異なることを互いに理解することもできる。そのため、保育士自
身も、保育の専門性を伝える力が重要である。 
食事や遊びなどの日常生活支援は、看護師やCLS・HPS・CCSなどのかかわりが保育士と重なる部分が
ある。しかし、同じように見える「行為」の意味は職種によって異なる 1）ため、保育士のアセスメントや
意図を伝えることによって専門性が発揮され、連携や協働が意味のあるものになる。 
具体的には、カルテ内に保育記録を記載したり、カンファレンスで発言したりするなどして、自らの実
践の意図を明示し、根拠を示しながら保育の専門的意見を分かりやすく周囲に伝えることが必要であろう。 
（4）実践・支援をゴールにつなげる力 
連携・協働の目標は、「子どもと家族のニーズが満たされること」である。多職種と目標(ゴール)を共有
し、それに向かって保育士も役割を果たすためには、保育士は得られた情報を保育の実践の中で活かし、
他職種と各支援の方向性を共有することで、子どもと家族への効果的な支援につながる。 
看護(医療)・保育・教育の各視点からの情報は、子どもやその家族を多面的に理解することができる。そ
のため、保育士の気付きや意見などを伝え、他職種に投げかけたり働きかけたりすることが求められる。
子どもの最善の利益を守るための支援では、保育士が自ら発信して、他職種を巻き込んでいくかかわりも
必要になる。 
また、子どもの生活を支援する各職種が重なり合いながらも連携・協働する中では、保育士の専門性を
発揮できる場面や各職種がチームワーク良く支援することが有効である場面など様々であるため、的確に
判断して行動することが重要であるといえる。 
ゴールは同じでも、職種によってアプローチ(方法)やプロセス(過程)は異なるため、日々の報告・連絡・
相談やカンファレンスを通して、多(他)職種と見通しや目標を共有することで、子どもと家族のゴールに向
かって、各職種の視点や専門性を活かした支援を進めていくことができる。 
 
3）おわりに 
医療の場で保育士が多職種と連携・協働していくためには、前述の力に加えて、「チームの一員としての
認識や自覚をもつこと」が前提として必要である。また、他職種と情報共有や意見交換をしたり、子どもと
家族の状況をアセスメントしたりして、ゴールに向けてかかわるためには、理解や分析ができる医療的知
識なども求められる。 
そのためには、保育士自身が自己の保育やチームアプローチを振り返って省察するとともに、医療チー
ムの中で保育士の力を発揮して役割と責任を果たせるよう、さまざまな知識や技術を習得するなどして、
研鑽する努力も重要であると考える。 
 
【引用文献】 
1）甲斐恭子、関佳子、谷川弘治．子どもの療養生活にかかわる看護師・保育士・教師が作成した個別支援計画の現状と課題．小児保
健研究 2016；75-4：511～518． 
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５．	小児医療の現場で多職種が連携・協働していく為に教師に求められること 
 
1）小児医療の現場における教師 
小児医療の現場で活動する専門職には医師や看護師などの医療に関する資格を有する人と、教師（特別
支援教育担当教員とも言われているが、ここでは教師と記述）や保育士などの医療以外の資格を有する人
たちがいる。その為、医療職ではない教師などが小児医療の現場で子どもの教育を担当するには、医師や
看護師などの医療職との連携・協働が欠かせない。しかし、教師と医療職など多職種で連携・協働していく
には多くの課題が提示され、知見の蓄積が求められている。 
そこで、小児医療現場で活動する多職種がどのように連携・協働しているのかを共有する目的の研修会
を開催し、教師の職場環境や医療職との連携・協働の現状と課題について調査をしたところ、小児医療の
現場で活動する教師の現状と課題、その解決に向けたいくつかの示唆が得られたので報告する。 
（1）特別支援教育担当教師の職場環境 
今回調査に参加した教師の職場は訪問学級や院内学級であった。 
訪問学級の教師からは「バラバラの病院に行って、朝会ったらそれっきり1日会わない」「（教師同士が）
話すのも大変」「病院によって（対応が）全然違う」、院内学級の教師からは「子どもの入院形態が変わって
きて、長期入院の子どもが非常に少なくなった中で、どのように関わるかが課題である」ことなどが語ら
れた。また、教師は訪問や院内学級に共通して「病院の中ではアウェイである」「病院の中に入り込めない」
と語っていた。 
このように、調査に参加した教師の語りから、 
・子どもたちの病状や治療は様々な程度や段階があり、少子化や医学の進歩によってますます重症で
細心の注意を必要とする子どもが増えている。 
・医療政策による在院日数短縮化が進み、短期間で対応しなければならない子どもが増えている。 
・子どもの入院数や担当依頼数によって教師の忙しさが変わる。 
・様々なタイプの病院や病棟に対応する必要がある。 
・教師は単独または少数配置で、経験や知識に関係なく単独で判断や対応をしなければならない場面
が多い。 

など、小児医療現場で活動する職場の現状が明らかとなった。 
（2）特別支援教育担当教師が捉えた子どもの“伝える力”と教師の役割 
教師は、入院中の子どもについて、治療のことは医師や看護師に、入院生活のことは保育士に、学習のこ
とは教師のように「子ども自身が（伝える内容によって相手を）上手く使い分けている」「子ども自身が言
い分けている」と“伝える力”について語っていた。そして、この力は、子ども自身にとって入院中や退院後
に必要かつ重要であると教師独自の視点で捉えていた。 
小児医療の現場で活動する教師はその職務の本文である教育活動を子どもの“伝える力”などに注目し、
退院後をも見据えて行っていた。 
また、教師は、小児医療における教育の場は、療養の場でありながら「元の生活に近い場である」、「学校
生活は医療から離れている部分」と語り、「次の学校とか、元の学校に戻る（目標になる）」「（学習が）治療
を頑張る動機になる」「教育は退院後もずっと続く」などと語っていた。 
また一方で、研修会に参加した看護師や保育士、教師全てが教師には入院中の子どもを教育する役割と、
元の生活と療養の場、療養の場と退院後の生活の場を“つなぐ役割”があると認識していた。そして、研修会
に参加した誰もが、教師が教育活動を行う為には治療にかかわる様々な情報と多職種との連携が必要であ
ることを認識していた。 
（3）特別支援教育担当教師の情報交換のあり様 
院内学級は、訪問学級に比べると病院内に拠点があり、比較的医療職から情報が得やすい環境にあった。
しかし、その院内学級においても看護師が忙しく「ゆっくり話せない」などの状況があり、情報交換に苦慮
していた。 
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また、院内学級や訪問学級のどちらにも共通して、入院する子どもの事前情報が入りにくい、情報が少
ないなど、地元校に合わせた学習計画を教師が十分に検討することが難しい状況にあった。教師は、看護
師が忙しい場合、子どもの入院生活情報を持つ保育士などから情報を得ていたが、情報提供する保育士は、
医療職が提供していない情報をどこまで伝えてよいのか悩んでいた。 
医療職との情報交換の必要を感じてカンファレンスを企画し、継続できなかった経験を持つある教師は、
失敗の理由を入院中の現在を軸に考える医療職と退院後も含めた長期的な視点で考える教師の違いと捉え
ていた。一方で、教師と医療職との定期カンファレンスが開催され、教師が知りたい情報が得られていた
場合は、多少、情報のタイムラグなどの問題はあっても、連携は取れていると肯定的に捉えていた。 
 
2）小児医療の現場で多職種が連携・協働していく為に教師に求められること 
教師が入院中の子どものカルテを自由に閲覧することが出来ない理由には、病院に併設されていたり、
病院内に設置されていたりする院内学級や訪問学級などの学校（学級）が、病院と違う法律と組織で運用
されていることなどが関係していた。 
 
病院：厚生労働省管轄の医療法制度で運営 
学校：文部科学省管轄の学校教育法制度で運営 

 
加えて、教師は、医師や看護師などの医療職とは資格取得に必要な教育背景が違う為、医療職である医
師や看護師との連携・協働が必要であった。しかし、教師は、連携・協働の窓口である医師や看護師などと
の情報交換が難しい状況にあり、“病院の中ではアウェイ”と感じる職場環境で活動していた。教師は、この
ような職場環境にありながらも、保育士などとの連携を強化する、多職種カンファレンスを開催するとい
った様々な工夫と努力で連携・協働していくための対応を行っていた。 
医療の進歩と共に在院日数が短縮し、以前に比べて小児病棟には重症で細心の注意を必要とする子ども
が多く入院している。教師は、常に医療に関する情報を更新しながら教育活動を行う必要があるが、病状
や治療にかかわる情報収集や理解は個人的な努力に任されているのが現状であった。 
また、調査の参加者は教師も教師以外も、入院中の子どもの教育の重要性と教師の役割を認識していた。
そして、教育活動の為に教師が情報を必要とすることを理解していた。しかし、教師が“必要とする情報”と
“提供されるあるいは入手できる情報”にズレがあり、教師は子どもの教育活動に必要な情報収集に労力と
工夫を要していた。 
教師が必要とする情報が十分に得られないことは、入院中の子どもの体調に合わせた教育を実践する為
に必要な情報が得られず、十分な準備や対応が実践できないことにつながる。教師が必要な情報を得るこ
とができないことで、教育を受ける子どもの治療や回復への身体的な悪影響や、気分転換などの精神的意
義が損なわれる可能性、療養中の子どもの教育の質の低下が将来の学習に影響する、など様々な問題が懸
念される。また、忙しそう、どこまで伝えて良いかなど日常の情報交換への戸惑い、カンファレンスの失敗
経験などは、コミュニケーションの阻害要因となる為、解決しないままに残されていくとすれば、専門職
として活動を実践していく上での教師の心身の負担も大きく、結果として子どもの療養生活の質にも影響
を与えることが危惧される。 
定期カンファレンスなどの仕組みを整えるだけでなく、運営のあり方や多職種の対話における留意点な
どを含めての実践知の共有が必要と思われる１）。赫多らが特別支援学校教師養成課程シラバスに掲載して
いる「医療・(保健)福祉・関係機関・多職種との連携」の語句は17.1％であった 2）と報告しているように、
教師と医療職の連携・協働に関する専門職養成教育は十分とは言えない。現職に対する連携・協働の基礎
固めの研修を開催し、広く普及させていくなどの対応が求められる。 
 
3）今後の課題 
今回の研究参加者は協働と連携に対する明確な問題意識をもっていたが、少数の意見である限界がある。



26 
 

さらに一般的な現状等の把握が求められる。 
また、入院中の子どもと家族に関する医療と学校教育双方の情報交換における法的課題など、別途検討
を要するところである。 
 
４）今回の結果から導き出された多職種で活動していくために必要な力 

² 連携・協働スキルの基礎を固める。 
☛多職種でのコミュニケーションが円滑となるよう、専門用語などの理解を深める。 

（研修プログラム集 第8集：表現力を高める 参照） 
☛多職種とのコミュニケーションを維持・発展させるコミュニケーションスキルを強化する。 

² 日々必要な情報が容易に収集できるようなシステムつくりと情報収集能力を強化する。 
² 多職種でのコミュニケーション時間を確保（勤務時間の調整力の向上）できる。 
 
【引用文献】 
1）谷川弘治ほか（2017）．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第 8集：表現力を高
める」http://kota.la.coocan.jp 
2）赫多久美子・森山貴史・日下奈緒美・新平鎮博（2016）．大学の特別支援学校教師養成課程における病弱領域の「教育課程及び指
導法に関する科目」の講義内容に関する一考察―教育現場で求められる専門性との関連―．育療．59、44-52. 
【注】 
「第 2章 4小児医療の現場で多職種が連携・協働していく為に教師に求められること」は、甲斐恭子、濱中喜代、谷川弘治、「特別
支援教育担当教師の小児医療現場における連携・協働」日本育療学会第 21回学術集会で発表（演題番号：O-1）した内容を加筆修正
し、掲載した。 

 
 
６．	総括 
 
 ここまでの考察を踏まえ、多職種の連携と協働を進める為の課題を整理した。これらは今後、多職種に
よる検証が必要と思われる。 
 
(1) 個人が行うこと 

① 連携と協働を進める基盤となる専門職としての方向性の明確化と見直し 
(ア) チームの一員として(チームという意識が弱い関係性の場合は、連携しあうもの同士として)

の意識の明確化と見直し 
(イ) 自らの職業アイデンティティあるいは役割意識の明確化と見直し 
(ウ) 連携と協働の相手の専門性(職業アイデンティティや実践の視点など)と役割への理解を深め、

尊重しようとする意識の明確化と見直し 
3 者は不可分であると考えておきたい。 
また、このような意識は次の②に示す行動となって現れるものと考えられる。 
 

② 専門職としての方向性に基づく行動 
(ア) あいさつ、ちょっとした言葉かけ、休憩時間、交流の機会の活用など、日々の業務の中でで

きることを大切にする 
(イ) 連携と協働の相手の言葉に耳を傾け、わからないことは率直に尋ねる 
(ウ) 連携と協働の相手が必要とする情報を、可能な範囲で、分かりやすく伝える 
(エ) 子どもや家族にかかわっている場面に連携と協働の相手が偶々やって来られた場合など、場

面を共有できる機会を見逃さない。また、行事など協働して計画し実行する機会を設ける 



27 
 

(オ) 約束したことは実行する 
(カ) その他 
このような行動を通して、連携と協働の相手は行為者の姿勢や意図を推し量ることができる。 
 

③ 意見交換や情報共有のための判断力とスキルの強化 
(ア) いつ、誰と、なにを、どのように意見交換や情報共有を行うかを判断する 
(イ) 申し送りやカンファレンスでの話し合い、通りすがりの声かけ、遊びの場面に偶々やって来

られた際に様子を見てもらうことなど、さまざまな方法を柔軟に採用する 
(ウ) 事実(観察)と評価(みたて、意見など)を区別し、事実は事実として伝える 
(エ) 計画や経過を説明する際に見立てや意図を含めて伝える 
(オ) 簡潔に分かりやすく伝える 
(カ) 聞きたいことを的確にまとめて質問する 
(キ) ワンダウンの位置に立って情報交換する 
(ク) 子どもや家族の思いを連携と協働の相手に伝えたり、子どもや家族が自分で伝えたりするこ

とを支援する(つなぎの支援) 
(ケ) その他 

 
④ コミュニケーション手段の共有 
(ア) 共通の言葉をつくるために医学用語などを学ぶ 
(イ) 自らの専門用語の使い方を理解してもらう 
(ウ) その他 
 

(2) 連携と協働の為のよりよいシステムづくり 
① 多職種間で考えを遠慮なく共有していけるような職場風土をつくる 
② 情報交換や共有の進め方（窓口あるいはコーディネーター、カンファレンスの実施方法、カルテ閲
覧の方法など）を見直す 

③ コーディネーターとしてのスキルを向上させるための研修を行う 
④ 行事などの企画、運営、振り返りを多職種で担うような組織をつくる 
⑤ その他 
 
これらは職場の状況や歴史によるものであり個別性が大きいが、その中でできることを考えていく
姿勢を大切にしたい。 
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第三章 職種を越えて学び・支え合う場を構成する中でのスタッフの成長 

－病気の子どものトータルケアセミナーを通して－ 
 
1. はじめに 
 「病気療養児の教育について（文部省初等中等教育局長通知、1994 年 12 月）」によって大学病院等の
入院児への教育機会の確保が進み、2002 年より医療保険制度に保育士加算が導入され小児病棟の保育士
配置が進むなど、病気の子どもと家族のＱＯＬを高めるチームの一員として教師や保育士の参加が進んで
来た。とくに特別支援学校教諭免許をもたない教師や通常の養成課程で学んだ保育士は学生時代に病気の
子どもの医療と教育あるいは保育について学ぶ機会が少ない。日本医療保育学会では医療保育専門士資格
認定制度を設け現職保育士の専門性向上に努めている。 
 医療チームの一員として、トータルケアなど医療・看護の理念、個々の病気と治療、生活上の配慮事項な
どの学びは不可欠である。その現職教育においては、医師や看護師を講師として学ぶことが多く、彼らと
協働して研修課題を生成し、共に取り組む事例は限られていた。トータルケアはメンバーがチームに参加
することで成立するものであるため、教師と保育士が共に働くさまざまな職種を交え、多職種協働を通し
て学ぶ研修システムを構成するノウハウを蓄積することが求められてきた。 
 こうした問題意識から報告者らは 2009 年度からプロジェクトを立ち上げ、その一つとして『病気の子
どものトータルケアセミナー（以下、セミナー）』を現職の教師、保育士、医師、看護師らで構成するスタ
ッフとともに企画・運営する実践的研究を実施してきた。 
ここでは、とくに福岡セミナーの概要と成果を整理し、今後の課題を検討する。 
 
2. 第1期：ことのはじまりから2013年度まで 
 医療保育専門士資格認定の開始、特別支援学校教員免許状取得課程における病弱教育関連科目開設大学
の増加など、当時の状況を踏まえ、医療フィールドで働き出したときから相談や研修の機会が身近にある
状況をつくること、保育支援と教育支援の質向上に向けた実践知の集約、整理、検証が求められることか
ら、本プロジェクトが企画された。コンセプトは次の通りであった１）。 
・	 研修をローカルな場で行う：身近な場で設けることで、参加者の負担を軽減し、日常的交流と現場の
問題解決が促進される（地域性） 

・	 サステイナブルである：取り組みが持続することで、継続的に研修を受けられる（持続可能性） 
・	 ガイドラインに基づく系統的な内容づくり：配属 1 年目からの計画的研修により、自らの成長過程
が確認できる（系統性） 

・	 ロールプレイなどを取り入れた実践的な研修：ロールプレイは模擬的ではあっても、日常の役割とは
異なるさまざまな役割を担うことになり、視野を拡張できる（実践性） 

・	 多職種合同での実施：目標と実践を共有しうる職種が影響し合うことで視野を広げ、深めることがで
きる（多職種合同） 

・	 保育士・教師・看護師らがスタッフになる：より積極的な研修の参加と研修の担い手としての成長が
促進され、管理者としての力量形成にもつながる（リーダー育成） 

 具体的には、全国 4 カ所でその地域の特色を活かし、多施設から多職種の参加を得て実施する多職種合
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」（以下、セミナー）、及び基本的には一施設の職
員を対象とする研修コンサルテーションの二本柱の取り組みを行い、実践知を共有することで有用性を高
めようとした。たとえば、急性期の子どもが多い病棟の保育士との研修コンサルテーションを通して作成、
利用し始めた個別支援計画のフォーマットをセミナーで用い、参加者の意見をもとに、ブラッシュアップ
を図った。2010年度から4年間に実施したセミナーは4カ所で計26回、研修コンサルテーションで継続
的な実施は 1 例であった。2013 年度終了時までに研修ガイドラインは第 2 版に更新、研修プログラム集
は第 1 集を完成させ、公表することができた。また、セミナーのつながりから始まった病弱教育事例の多
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職種検討会（通称「S研」）、医療フィールドにおける保育士や教師のコミュニケーションに関する研究（「こ
とば研究」）など、基礎研究につながる動きが形成されていった。 
 
3. 第2期：プロジェクトの集約と基礎研究の実施（2014年度～2017年度） 
 第 1 期を通して、企画運営スキルの向上、日常の情報交換・相互支援関係の形成、スタッフの自発的勧
誘など、スタッフとしての多様な成長がみられた。明らかになってきた問として、取り組みにおける研究
者の役割比重をどこまで下げられるか、職場や地域の中で学びつづける文化を維持し、発展させるリーダ
ー的な存在はいかに形成されるかがあげられた。 
 第 2 期は、セミナーの中心的な開催地を福岡と大阪に集約して、これらの課題に取り組むと共に、S 研
とことば研究の取り組みを継続した。2015年度より新たに科研費を得ることができ、リーダー育成プログ
ラム作成、研修プログラム集と動画教材の追加、ことば研究と小児慢性疾患患者の自己形成に関する研究
（自己形成研究）を開始。現在までに福岡、大阪、東京で計10回のセミナーを開催、研修プログラム集は
第8集までを完成させ、第9集及び問題領域別研修プログラム集が編集中である。教材として、あそびの
動画を入院中（回復期）および在宅（重症心身障がい児）の 2 種類作成した。研修プログラムでは観点別
目標、セミナー評価の視点、対話モデルなど、新たな観点を導入した。第 9 集は上記の問への一つの答え
を用意するものとなる。 
なお、研修ガイドラインのブラッシュアップ、自己形成研究の成果集約と教材への反映など課題が残さ
れている。 
 
 
 表１ 主な研究計画（2009年度～2013年度） 
 1) 2009年度 西南女学院大学保健福祉学部附属保健福祉学研究所共同研究 
「医療保育・病弱特別支援教育における個別の保育支援・教育支援計画立案と実行を支援するシステムの構築に関する研究 
① 保育士、教師が利用しやすい計画立案ツールと利用ガイドラインの策定 
② 計画立案、実行を支援する日常的なネットワークの構築 
 

 2) 2010年度 西南女学院大学保健福祉学部附属保健福祉学研究所共同研究 
「医療保育士の専門性向上のための研修システムの構築 2010年度医療保育セミナーINふくおかの結果から」 
セラピューティックアプローチに携わる専門職のためのローカルでサステイナブルな、経験年数を織り込んだ 
研修システムを構築する 
① 多職種参加と体験を重視した研修ガイドラインの作成と公表 
② 研修プログラム・教材集の発行 
③ 研修スタッフコミュニティの形成を目的として、多施設・多職種参加型研修セミナー、職場別研修コンサルテーション
並びにスーパービジョンの 2本柱で進める 
 

 3) 2011年度～2013年度 日本学術振興会科学研究費補助金 基盤研究（C）課題番号 23531321 
「医療保育士・病弱特別支援教育担当教師の専門性向上のための研修システム構築」 

   医療保育士と病弱特別支援教育担当教師の専門性向上のための、ローカルで、サステイナブルな研修システムの基盤形成 
のため、下記を目的とする。 
① 医療保育士、病弱特別支援教育担当教師として働き始めた初期から現場に近い場で実施でき、多職種を交え、実践感覚
を重視した、段階的研修プログラムの開発、実施、効果測定を行う 

② 研修プログラムの開発・検証のために、研究者、医療保育士、病弱特別支援教育担当教師で構成されたプロジェクト会
議を行い、プロジェクトスタッフコミュニティを形成する 

③ 現場で活用できる研修ガイドライン、研修プログラム・教材集を作成し、公表する 
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 表２ 主な研究計画（2014年度～2017年度） 
1)  2014年度 西南女学院大学保健福祉学部附属保健福祉学研究所共同研究 

「医療保育と病弱特別支援教育の支援（問題解決）の構築過程を規定する諸要因に関する研究 言葉研究と 3点測量フォロー
アップ調査の探求」 
① 医療フィールドに配属されてから医療保育士、病弱教育教師が使用する「ことば」の変化や配慮を捉え、そこに反映さ
れている支援（問題解決）の構築における相互作用を抽出すると共に、研修用冊子『ことばづかいから考える支援の構
築』（仮）を作成する（ことば研究） 

② 小児がんを中心に過去 20 年間の病弱特別支援教育における教育支援実践を、担当していた病弱教育教師、看護師、本
人の 3者より見直す調査研究の対象拡大の可能性を探る（3点測量フォローアップ調査） 
 

2)  2015年度（～2017年度） 日本学術振興会科学研究費補助金 基盤研究（C）課題番号 15K04581 
「医療保育、病弱教育に関する多職種合同研修システムの質的向上・普及の研究」 
前研究（基盤研究（Ｃ）課題番号 23531321）では、小児医療施設で働く保育士（以下、保育士）と病弱教育担当教師（以
下、教師）が、協働のパートナーである看護師等と共に学び、支え合うつながりを身近につくり、維持していく方策を検討
した。本研究は、こうして構築してきた「多職種合同研修システム」の基盤を固め、保育士と教師の専門性を向上させる要
となる下記の諸課題を達成することを目的とする。 
ア）現場の中のリーダーを育成する「リーダー育成プログラム」を作成、検証し、公開する。 
イ）多職種合同研修で使用する教材類の質的向上を目指して主に下記に取り組む。 
① 研修ガイドラインとプログラム集のブラッシュアップと追加、基礎的内容のAV資料化 
② 小児慢性疾患患者の自己形成過程における医療保育と病弱教育の影響を検討し、研修内容に反映させる 
③ 保育士と教師の語句使用状況をデータベース化し、研修内容に反映させる 

 
 表３ 作成された教材類 

教材 特記事項 

＜研修ガイドライン＞ 

多職種合同ワークショップ実施ガイドライン2.0 

＜研修プログラム集＞ 

第１集：子どもと家族の心理社会的問題の理解と支援 

第２集：個別支援計画の立案と実施 

第３集：子どもの笑顔を引き出す多職種の連携と協働 

第４集：子どもの発達を多職種で考える 

第５集：安全管理と感染管理の理解 自信を持ってかかわるために 

第６集：子どものための夢の病院をつくろう 改善活動の手法を学び、実践に活かそう 

第７集：子どもの遊びと遊び活動 

第８集：表現力を高める 医療現場での対話と実践を振り返り、共有するために 

第 9集：小児医療の現場で多職種が連携・協働していく為に求められること 

＜研修資料集＞ 

第１集：子どもと遊び 

＜動画＞あそびの場面（入院中・回復期・在宅の重症心身障がい児） 

 

 

 

 

 

 第 3集：観点別目標の導入 

 

 第 5集：ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ評価の視点導入 

 第 6集：セミナー評価の視点導入 

 第 7集：対話モデルの導入 

 第 8集：ことば研究のまとめ 

 

 

 

 
4. 第２期における福岡セミナーの開催状況 
福岡セミナーは年１回ペースで実施している。セミナーを企画・運営するスタッフは保育士中心のため、
医療保育学会、医療保育学会九州沖縄ブロック研修会、小児診療多職種研究会など、他の研修との関係か
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らも、この頻度が合理的と思われる。 
セミナーは保育士、看護師、生活支援員など、多様な職種が参加している。病院や施設などに継続して案
内を出すことで、継続的に看護師等の参加者を派遣してくださる病院などがみられるようになった。 
 
5. セミナーにおけるスタッフの成長の意義 
 私たちが多職種合同研修を通して目指しているものは、「職場や地域の中で学びつづける文化を維持し、
発展させることができる状況」を多職種参加によってつくることにある。個々の職場でみると人数が少な
い中でもラダーを設定して研修を進めたり、学会や研修会への参加を奨励するなど、努力されているとこ
ろも少なくない。多職種連携が重視されるようになり、このような研修会も増えつつあるようである。一
方で、非正規雇用で雇用期間が限定されるなど「見通しをもって学びを深める」動機づけができにくい状
況もみられる。しかし、これらの職員も日々の実践を深めるために学びを必要としていることは変わりな
いことから、同僚として折に触れて相談できる状況を提供していくことが必要と思われる。提供される研
修によって、「職場や地域の中で学びつづける文化を維持し、発展させることができる状況」を作りだす力
を高めることができれば、職場状況を変化させ、ひいては子どもと家族のＱＯＬ向上につながっていく。
私たちの取り組みは、自発的にスタッフとして参加する保育士、教師、看護師などによって成立しており、
その中でのスタッフの成長を追うことで、「職場や地域の中で学びつづける文化を維持し、発展させること
ができる状況」をつくるヒントを得ることができると考えてきた。 
 
6. 福岡セミナーにおけるスタッフの成長と課題 
 福岡セミナースタッフはLINEでやりとりをしているものが17名、そのうち10名程度が核となってい
るが、17名の外にも何かあれば手伝ってくださる方々がいる。この緩やかな協力形態はスタッフのみなさ
んとしても維持したいことのようである。 
 昨年末、打ち合わせとセミナーの会場として 福岡市ＮＰＯ・ボランティア交流センターあすみん を利
用することとなり1、団体登録が必要なことからCLiPS Fukuoka2を設立した。これはスタッフの集まりで
あり、参加者のそれではない。年会費500円を会議資料の印刷代などとして集めている。 
 スタッフの状況、7年余りの間での成長と課題として、つぎをあげておきたい。 
① スタッフの状況 

� スタッフは、企画立案、宣伝、運営、振り返りまでを中心的に担う、ときどきの呼びかけに応じるな
ど、参加パターンはさまざまである。 

� 会議は福岡市で行うため福岡市と周辺に在住するスタッフが中心にならざるをえないが、北九州市、
熊本、長崎、宮崎など、広いネットワークができあがっている。 

� 核となっているスタッフの職種は保育士であり、保育士が中心とならざるを得ない。 
� 周りには看護師、教師など協力者がたくさんいるが、スタッフにはなっていない。 
� 情報交換を行うために LINE が用いられている。スタッフ全員向け、各企画の担当者向けなどが使
い分けられている。 

� スタッフは自分たちでこれはと思う人に新たなスタッフとなるよう勧誘している。 
� 保育士として病院で３０年を越えて勤めてきた方が精神的な支え（凝集性を強めたり、モチベーショ
ンを維持する要）となり、緩やかなつながりを維持する上で大きな役割を果たしている。 

� スタッフは、それぞれ必要に応じて情報交換をしている。 
② スタッフの成長 

� スタッフは、企画立案、案内作成と宣伝、運営、振り返りに必要なスキルを獲得している。 
当初見られたグループワーク・ファシリテーターの役を躊躇することはなくなり、準備過程でのイメ

                                                        
1 セミナー室、会議スペースの利用は無料 
2 Creative Linkage and Peer Support for Professional Development、 Fukuoka 
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ージづくりを自律的に進め、ファシリテーションの手順書を作成できるようになった。また、後輩の
サポートも自主的に行われている。 

� さまざまな学会、研修会に参加し、研修課題や講師に関する情報収集を意識的に行っている。 
� スタッフが獲得してきたスキルは表４のように整理できる。 

 
表 4 スタッフが獲得してきたスキル 
(ア) 子どもと家族の状況、現職者のニーズを考慮し多職種が集うことにつながるテーマと研修課題を開発する 

･	 日頃の実践の中で課題を意識している 
･	 職場の中に課題意識を共有できる仲間をつくる 
･	 さまざまな研修に参加し、課題や人材に関する情報を得たり、つながりを広げる 
･	 職場の実態や事例を出し合いながらテーマを絞り、研修課題を明確にする 

(イ) グループワークのファシリテーターとなる 
･	 企画段階でグループワークを試行しながら、当日のグループワークの内容と手順を作成する 
･	 グループワークにおける意見交換と共同作業を促進する 

(ウ) スタッフの関係性を維持する 
･	 相互に応答的、受容的、相互支援的にかかわる 
･	 新規スタッフを発掘し、参加を促す 
･	 学生への支援を行う 

 
③ スタッフの課題 
 下記はボランタリーで集うスタッフとして、相互に理解し、支援しあう必要のある課題である。 

� つながりのない講師とのコンタクトと折衝に対する苦手さがみられることがある。 
平日は仕事であるため、連絡がとりづらいということも影響していると思われる。 
お互いの状況を考慮しながら、できる人が連絡を取るという対応が取られてきた。 

� 職場の異動、職場内での役割の変化、スタッフの勤務時間、子育てなどへの配慮が欠かせない。 
スタッフ一人ひとりの抱える課題を受けとめながら、進めて行くことが必要である。 

� 福岡ではスタッフが保育士中心となっており多職種性の保持が課題である。 
所属する職場の理解とサポートを得ることで、参加を得やすくすることも検討課題と思われる。 

 
7. セミナーの企画・運営から職場への環流 
 スタッフが獲得してきたスキル（表４）は、各々がその職場で活かせるものでもある。 
「子どもと家族の状況、現職者のニーズを考慮し多職種が集うことにつながるテーマと研修課題を開発
する」スキルの実行は、日頃から子どもと家族のニーズを深く捉えようとし、協働のパートナーである他
職種のニーズに目を向けようとする姿勢と不可分であろう。また、「グループワークのファシリテーターと
なる」スキルや「スタッフの関係性を維持する」スキルは、職場において多職種の連携と協働を実行するス
キルとして転用可能である。 
ここでスタッフは複数の状況を行き来していることに目を向けておきたい。先ほど示したセミナーの企
画・運営という状況は職場での実践という状況から得てきた課題意識あるいはニーズから出発している。
セミナーの企画・運営の中で獲得してきたファシリテーションや関係性維持のスキルは職場での実践や研
修という状況に転用されていく。さらに、スタッフは他の研修などの状況から得てきた情報やつながりを
セミナーに活かそうとしている。このようにスタッフは複数の状況を行き来して、課題意識、知識、技術、
つながりなどを獲得し、別の状況に応用しようとする。このようなループがどのように形成されているか
については今後詳細な検証が求められるが、スタッフからの聞き取り例を紹介しておきたい。 
 A さんは本プロジェクトの検討段階からのスタッフであり、病棟の保育士としてのキャリアは 30 年を
越えている。B さんは学生時代にセミナーに参加し、卒後に病棟の保育士としてのキャリアをスタートさ



33 
 

せた。CさんとDさんは障がいのある子どもの療育の場で長いキャリアを有しており、医療を要する子ど
ものトータルケアに関心をもって参加している。スタッフとしては柱となっている場合と可能なときに一
部の役割を担っている場合（ゆるやかな参加）がある。ここでは、セミナーでの学びと仕事への環流につい
ていくつかあげておきたい（表５）。 
 
表５ スタッフの学びの例（聞き取りの結果から） 
Aさん（初回からのスタッフ） 
１．	セミナーに参加して自分自身にプラスの影響があったと思うことを教えてください。 
私達は常に仕事に対して前向きに学んでいかなければいけないと思います。また学びたいと思っているがより専門
性を深める学びの場が少ないと思われます。そのような中、このセミナーは何を学びたいかを話し合いをするとこ
ろから始まり、講師の選択や依頼、当日までの打ち合わせや準備、当日の進行は勿論決して多くないスタッフで取
り組んでおり、内容は勿論ひいてはセミナーを作り上げるという働きがそれがそれぞれ個人の力となっていると思
います。 
Bさん（学生として参加，手伝う） 
１．	学生としてセミナーに参加して自分自身にプラスの影響があったと思うことを教えてください。 
現場の保育士さんの生の声が聞けたこと。自分が思い描いている保育士の仕事内容とのギャップを良い意味で埋め
ることができたと思います。 
２．	セミナーは継続して学ぶ，多職種で学ぶ，自分たちでつくる，というコンセプトがありますが，ご自分の仕事に
活かされたことはありますか。 

学生時代からグループワーク等で同じ立ち位置で意見交換し、他職種の意見も聞き、１つのものを完成させるとい
う経験自体が今の職場でも活かせています。例えば1人の患者さんのケースカンファレンスである課題が出た時に、
自分の職種の専門をしっかりと伝え、今後の方向性をみんなで考えて作り上げる、というのですかね。 
Cさん（スタッフとしてはゆるやかな参加） 
１．	セミナーに参加して自分自身にプラスの影響があったと思うことを教えてください。 
保育とは、医療とは、という自分なりの固定観念を超えて、本当に必要なことは何かを追求する感覚が養われたこ
と。保育や療育以外に医療への関心が高くなり、より新しい情報を積極的に取り入れるようになった事です。 
２．	セミナーは継続して学ぶ，多職種で学ぶ，自分たちでつくる，というコンセプトがありますが，ご自分の仕事に
活かされたことはありますか。 

多職種連携をいかに合理的に図るかという課題に、参加者の意見発表をもとに形にできたこと。与えられた研修で
はなく、現場の声を出し合いながら、即座に実践に活かせるための学びの場を作る事が出来たことです。 
Dさん（スタッフとしてはゆるやかな参加） 
１．	セミナーに参加して自分自身にプラスの影響があったと思うことを教えてください。 
私は療育分野での勤務が長かったので、子どもの捉え方が「障がい」、「発達」中心でした。このセミナーに参加した
ことで、もう少し広い視野で「医療の必要な子ども」、そして様々な治療や入院生活を想定した保育の関わりができ
るようになったと思います。 
２．	セミナーは継続して学ぶ，多職種で学ぶ，自分たちでつくる，というコンセプトがありますが，ご自分の仕事に
活かされたことはありますか。 

セミナーの企画、組立て、研修方法などは私が職場で、または研修講師をする上でとても参考になりました。 
また、対象者、テーマ、方法など自分で掘り下げることができるようになったと思います。 
 

① セミナーでの学び 
医療保育士の専門性向上への自覚 
A「私達は常に仕事に対して前向きに学んでいかなければいけないと思います」 
C「保育とは、医療とは、という自分なりの固定観念を超えて、本当に必要なことは何かを追求
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する感覚が養われた」 
知識と技術、実践の視点 
A「内容は勿論ひいてはセミナーを作り上げるという働きがそれがそれぞれ個人の力となってい
る」 

B「自分が思い描いている保育士の仕事内容とのギャップを良い意味で埋めることができた」 
D「（障がい児の療育より）もう少し広い視野で「医療の必要な子ども」、そして様々な治療や入
院生活を想定した保育の関わりができるようになった」 

② 仕事への環流 
総論的に 
A「セミナーを作り上げるという働きがそれがそれぞれ個人の力となっている」 
チーミング 
B「1 人の患者さんのケースカンファレンスである課題が出た時に、自分の職種の専門をしっか
りと伝え、今後の方向性をみんなで考えて作り上げる」 

職場での研修実施 
C「現場の声を出し合いながら、即座に実践に活かせるための学びの場を作る事が出来た」 
D「セミナーの企画、組立て、研修方法などは私が職場で、または研修講師をする上でとても参
考になりました」 

 
8. 今後について 
 職場や地域の中で学び続ける文化を維持し、発展させることを目指す本プロジェクトは、①実践者が主
役となり、つながり、実践上の課題と向き合いながら企画運営をしていくこと、②さまざまな専門性と役
割をもち、あるいは多様な成長段階にあるものが集うこと、③得られた実践知を集約し、共有できる形に
していくことによって成立してきた。なによりも、9年間にわたる取り組みの中でつながり、ともに成長し
てきたスタッフ及び支援してくださっている関係者に心から感謝すると共に、残された課題について真摯
に取り組んでいきたい。小児医療の現場で働くスタッフの実践的見識を育て、保育士や教師のキャリアパ
スを見通せる状況づくりにつながるようになれば幸いである。 
 
【引用文献】 
１）谷川弘治．学び合い支え合うつながりを身近につくる．小児看護 2012；35（1）：2-8． 
【注】 
「第３章 職種を越えて学び・支え合う場を構成する中でのスタッフの成長 － 病気の子どものトータルケアセミナーを通して－」
は、2017年 9月 17日に開催した研究報告会における谷川の報告を加筆・修正したものである。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35 
 

第四章 小児の医療現場における多職種連携・協働を学ぶ研修プログラム 
 
１．	はじめに 
第二章において多職種の連携と協働を進める為の課題を表１のように整理した。私たちが作成してきた
研修プログラム(第三章 表3)は、そのすべてにおいて多職種による協同的学習プロセスを含んでいる。そ
の意味で、いずれも多職種の連携と協働を学ぶ研修としての質を有している。 
 模擬事例に対するアセスメントと支援計画策定を通して自らの知識やスキルを更新させながら、職種毎
の視点の違いを理解したり、目標の共有や支援場面の共有など、経験を積むことができるものとして、『研
修プログラム集第２集：個別支援計画の立案と実施』を挙げることができる。また、『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』『研修プログラム集第 7 集：子どもの遊びと
遊び活動』では、遊びの場面を多職種が共有し、意見交換やロールプレイなどを行うことで、職種毎の視点
の違いを理解しあい、協力関係を築くことなどを経験できる。 
 医療現場でのコミュニケーションに焦点をあて、子どもと家族との対話をどのように構成していくのか、
他職種との対話をどのように構成していくのかなどを学ぶものとしては『研修プログラム集 第8集：表現
力を高める 医療現場での対話と実践を振り返り、共有するために』が役立つであろう。また、多職種の連
携と協働そのものを学ぶことに焦点づけたものとしては『研修プログラム集 第 3 集：子どもの笑顔を引
き出す多職種の連携と協働』がある。第３集の理論編は第 1 章に再録しているので参照されたい。以下で
は、第３集の研修の企画と運営に関する記述を加筆・修正して再録する。 
 
表 1 多職種の連携と協働を進める為の課題 
個人が行うこと 
① 連携と協働を進める基盤となる専門職としての方向性の明確化と見直し 
(ア) チームの一員として(チームという意識が弱い関係性の場合は、連携しあうもの同士として)の意識の明確化と見直し 
(イ) 自らの職業アイデンティティあるいは役割意識の明確化と見直し 
(ウ) 連携と協働の相手の専門性(職業アイデンティティや実践の視点など)と役割への理解を深め、尊重しようとする意識

の明確化と見直し 
② 専門職としての方向性に基づく行動 
(ア) あいさつ、ちょっとした言葉かけ、休憩時間、交流の機会の活用など、日々の業務の中でできることを大切にする 
(イ) 連携と協働の相手の言葉に耳を傾け、わからないことは率直に尋ねる 
(ウ) 連携と協働の相手が必要とする情報を、可能な範囲で、分かりやすく伝える 
(エ) 子どもや家族にかかわっている場面に連携と協働の相手が偶々やって来られた場合など、場面を共有できる機会を見

逃さない。また、行事など協働して計画し実行する機会を設ける 
(オ) 約束したことは実行する 
(カ) その他 

③ 意見交換や情報共有のための判断力とスキルの強化 
(ア) いつ、誰と、なにを、どのように意見交換や情報共有を行うかを判断する 
(イ) 申し送りやカンファレンスでの話し合い、通りすがりの声かけ、遊びの場面に偶々やって来られた際に様子を見ても

らうことなど、さまざまな方法を柔軟に採用する 
(ウ) 事実(観察)と評価(みたて、意見など)を区別し、事実は事実として伝える 
(エ) 計画や経過を説明する際に見立てや意図を含めて伝える 
(オ) 簡潔に分かりやすく伝える 
(カ) 聞きたいことを的確にまとめて質問する 
(キ) ワンダウンの位置に立って情報交換する 
(ク) 子どもや家族の思いを連携と協働の相手に伝えたり、子どもや家族が自分で伝えることを支援する(つなぎの支援) 
(ケ) その他 

④ コミュニケーション手段の共有 
(ア) 共通の言葉をつくるために医学用語などを学ぶ 
(イ) 自らの専門用語の使い方を理解してもらう 

連携と協働の為のよりよいシステムづくり 
① 多職種間で考えを遠慮なく共有していけるような職場風土をつくる 
② 情報交換や共有の進め方（窓口あるいはコーディネーター、カンファレンスの実施方法、カルテ閲覧の方法など）を見直す 
③ コーディネーターとしてのスキルを向上させるための研修を行う 
④ 行事などの企画、運営、振り返りを多職種で担うような組織をつくる 
⑤ その他 
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２．	研修の内容作り 
 1) 研修テーマとねらいの設定 
大阪セミナーでは「子どもの笑顔を引き出す連携と協働」をテーマとした。子どもの笑顔を引き出すこ
とが病気の子どもにかかわる多職種が共有しうる目標と考えてのことであるが、さまざなま表現があって
よい。また、さまざまな職場から多職種の参加を得て行う研修では、職場の状況の多様性を考慮すること
も重要である。研修の質保障の観点として下記に留意して設計を行いたい。 

(ア) 参加者がそれぞれの思いや悩みに耳を傾け、受容できること（情緒的サポートの場） 
(イ) 参加者同士のかかわりの中で有用な情報に触れることができること（情報交換の場） 
(ウ) 連携と協働の方略に関する個人の知識とスキルをチェックし、更新できること 

（個人のスキルアップ） 
(エ) 職場システム、職場間システムにおける連携と協働の構造や機能をアセスメントし、業務改善

の方略を検討できること（職場のシステム向上への示唆） 
(オ) 職場間の連携と協働を支える地域のネットワークの形成や運営へのヒントを提供できること 

（地域ネットワークへの示唆）「第一章 ４職場内・職場間の連携と協働を進めるために」のp.16を参照 
(カ) 職場内研修で活かせるような内容を提供すること（職場内研修への示唆） 
(キ) さまざまな形態での研修を企画運営するスタッフを育成できること（スタッフの育成） 

個人参加の研修では(オ)(カ)はねらいというよりも、研修の結果からすくい取っていくものと考えられる。
研修への参加が見込まれる人たち、参加を呼びかけたい人たちのニーズを考慮し、（ア）から（エ）の中か
ら研修の基本的な方向性を定めた上で、研修のねらいを検討するとよい。以下に（ア）から（エ）に対応す
る研修のねらいの例を示す。 

(ア) 情緒的サポート 
･	他職種との連携と協働を進めるうえでの困りごとに耳を傾け合う 

(イ) 情報交換の場 
･	他職種との連携と協働を進めるためのヒントを得る 

(ウ) 個人のスキルアップ 
･	他職種との連携と協働の取り組みを振り返り、課題を発見できる 
･	他職種との意見交換や情報共有のための判断力を磨き、スキルを学ぶ 

(エ) 職場のシステム向上への示唆 
･	他職種との連携と協働の質を向上させるために、職場のシステムとその運用をアセスメント
できる（課題並びに改善のために依拠できる要素を発見できる） 

･	他職種との連携と協働のシステムの改善策（目標設定、行動計画など）を検討できる 
(ウ)と(エ)については第四章 表１（p.35）を参照して研修のねらいを明確化していきたい。職場間の連
携と協働においては、その要となる保護者の役割に注目することもあわせて大切にしていただきたい。 
 個々のスキルの獲得を目指す場合、「状況に応じたスキルの組み合わせと運用」というような形で、ひと
まとまりの行動単位として捉えることも忘れないようにしたい。また、スキルは知識や判断力などに裏打
ちされている必要がある。たとえば、個人のスキルアップに関して知識・理解の観点から「連携と協働の相
手である他職種の職業的アイデンティティや役割、対象理解や実践構成の視点（専門用語を含む）などを
説明できる」、「連携と協働の相手から自分たちの仕事はどのように理解され、期待されているかを説明で
きる」、思考・判断の観点から「日常の実践場面で、いつ、誰と、なにを、どのように意見交換や情報共有
を行うか適切に判断できる」、「個々の個人情報の取り扱いを適切に判断できる」というようにより具体的
に示すことができる。これらを設定することはグループワークのファシリテーションやグループワーク後
のコメントの視点として活かすことができる。 
 2013 年度大阪セミナーの基本的方向性は、共通事例の観察をもとにした意見交換によって個人のスキ
ルアップと職場のシステム向上への示唆を得ることであり、大阪セミナーのねらいは次のように設定され
た。 
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･	 自分の職種の特徴や特色を改めて知る 
･	 自分の職種独自の視点で収集した子どもの情報を、他職種にわかりやすく伝えるにはどうしたら

よいか 
･	 他職種同士が協力し合える情報共有の“カタチ”について考える、新しい“カタチ” 

 セミナーでは参加者が自己の役割や専門職としての視点を再確認し、他職種への情報伝達と共有の仕組
みを検討しようとした。リーダーの山口によるワークショップのまとめの一部を紹介しよう。 

① 同じ場面の解釈や評価が職種により異なる 
例として、子どもが集中して遊んでいるため会話が少ない保育の場面に対して、看護師は「子ど
もの発語が少なく見えたが、保育士の言葉かけが少ないのはなぜか」と疑問をもつことがあった。
直接の話し合いで疑問を解消することが欠かせない。 

② 職種によって把握している情報に違いがある。他職種は持っていると思い、伝えていない場合が
ある 
看護師が把握している家族の情報が保育士に伝わっていない、①に示したように保育士の意図が
伝わっていないなどがあげられる。電子カルテ、クリニカルパス、保育等の実践記録（ノート）
の活用によって、ある程度改善できるだろう。 

 そのほか、率直に気持ちを伝え合うこと、日々の工夫の仕方など、情報共有の多様なカタチが示された。 
 
 2) 内容と方法の設定とグループ編成 
 研修のねらいが定まったら、内容と方法の設定、グループ編成を検討する。ここではグループワーク部
分の企画方法に絞って解説するが、グループワークの前に知識の再確認や更新のために講義を企画するな
ど、全体像の検討は欠かせない。 
 
 グループワークの課題例としては、下記をあげることができる。 
(ア) 参加者から、連携と協働に関して戸惑いを感じたり、困難であったりしたエピソードを提供しても

らい、グループで検討する 
「他職種との連携について、困ったこと、戸惑ったこと」といったテーマを立て、①グループで自
由に話し合ってもらう方法、②経験したエピソードをもとに模擬事例を事前に提出してもらい、グ
ループで検討する方法などが考えられる。この場合、職場内、職場間など、検討する場面を、ある
程度限定しておくことが必要と思われる。グループ構成は多職種グループとし、エピソードの背景、
要因、改善方策を検討し、発表する。 

(イ) 企画者が提供する模擬事例について多職種によるカンファレンスを設定し、実施する 
模擬事例を提供し、関係者のカンファレンスを想定して、連携と協働の進め方を含めた支援計画の
立案と調整、あるいは、支援途中での関係者間の調整などの経験を提供する。同一職種グループで
の計画立案と多職種グループでのカンファレンスを組み合わせることもできる。 

(ウ) 日常場面で見かける、ある職種の支援場面を設定し、その場面について職種別の注目点、評価点、
他職種への疑問点などを検討の上、意見交換することで、職種毎の視点の違いを発見、共通理解を
形成する方法を考える 
2013 年度大阪セミナーで採用された課題設定である。セミナーでは２歳児のベッドサイドでの個
別保育（遊び）場面を収めた映像記録を用いた（表２）が、実践記録（やりとりの記録）を読むと
いった方法も考えられる。このアイデアは病棟や院内学級の日常において目に入った他職種の子ど
もとのかかわりの様子から意識的、無意識的に他職種への理解がはじまるという事実に注目してい
ることに意義がある。課題例（イ）の模擬事例では、できるだけ詳しい情報が必要となるが（研修
プログラム集 第 2集参照）、この場合は日常的に見えている範囲での情報提供が望ましい。場面を
担っている職種は、あらかじめシミュレーションを行って決定したい。 
進行手順としては①同一職種グループで意見交換、②多職種グループで①を出し合い意見交換する、
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③同一職種グループに戻って再検討する。グループ移動を伴うため、タイムキープに留意する。 
(エ) さまざまな職種と一緒に仕事をする場面をロールプレイで行い、観察者からの意見を得る 

（イ）の模擬事例の計画調整を一歩進めて、ロールプレイを行うことで、実施時の課題を検討でき
る。ロールプレイは、それを参加者全体で観察し、検討することでグループワークのシェアの時間
を割愛できる。 

 
 表２ 2013年度大阪セミナーの映像資料（抜粋） 
 １．入院時年齢2歳 6ヶ月 
 ２．熱性けいれん後、緊張状態あるため観察入院（母子分離入院） 
 ３．映像撮影時、持続点滴中、発熱なし、状態良好。入院中、泣いていることも多かったが、この日は機嫌良い 
 
 グループワーク課題の明確化にあわせて、グループ編成と検討手続きを整理する。下記に例示する。 
課題例（ア）の場合：多職種グループにて実施する 

① 困ったこと、戸惑ったことを出し、メモに書き出す 
② 困ったこと、戸惑ったことを、模造紙上で分類する 
③ 分類ごとに、どのような要因が関与して生じているか、考えられることをメモに書き出していく 

すべての分類について検討できない場合は、絞って良い 
④ 要因を整理した上で、対応の方法を検討して書き出す 

 以上を通して、職種の役割、問題のとらえ方や解決方策の違い、協力関係を形成する上での工夫や配慮
点などを整理していく。コミュニケーション過程を検討する場合、①意図せずに伝わっている可能性があ
る事柄などにも留意して検討すること、②背景にある職場や職場間の状況を全体として捉えて検討するこ
と、③関係者の相互作用を捉えるようにし、犯人捜しに終わらないようにすることなど、注意して取り組
みたい。 
 
課題例（イ）の場合：同一職種グループと多職種グループの組み合わせ 
まず、同一職種グループにて、下記の3点を整理していく。 
① 情報、みたて、計画の3つに分類して支援計画を立案する（他職種との相互調整事項を検討する） 
② 情報収集やみたてについて、他職種、他機関などに確認したい事項、情報提供を受けたい事項を

抽出して整理する 
③ 対象理解や支援方法について、他職種、他機関などと共通理解を得たい事項、調整したい事項（協

力を得たい事項など）を抽出して整理する 
 多職種グループに移動し、これらを交流し、検討し合うことで、支援計画を調整する。 
 以上の経験をもとに各職種の役割、視点や支援の仕方の違い、協力関係を形成する上での工夫や配慮点
などを整理していく。 
 
課題例（ウ）の場合：同一職種グループと多職種グループの組み合わせ 
まず、同一職種グループで、提供された支援場面について検討していく。 
① 支援対象について気づいたこと 

心身の状態、行動とその背後にある認知・感情・判断・意図、支援者に確認したいこと、など 
② 支援者のかかわりについて気づいたこと 

支援者の行動と背後にある認知・感情・判断・意図、支援者のかかわりの評価点、疑問点、など 
③ 場面全体について気づいたこと 

場面の設定（保育でいう環境構成）、他の人物のかかわり、安全面の配慮など 
④ 支援者と他のスタッフとの協力関係について気づいたこと 

他の職種に何を、どのように伝え、どういう協力を得ているか、あるいは得ると良いか、など 
⑤ その他、場面を担っている支援者（あるいは同一職種の人たち）に尋ねたいこと、依頼したいこと 
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同一職種グループでの話し合いは模造紙に整理していく。 
多職種グループに移動するときは、1 名はもとのグループに残るので作成した模造紙はその 1 名にゆだ
ねる。多職種グループでは、さまざまな職種メンバーの意見交換によって模造紙の記述を更新する。 
最後に、もとの同一職種グループに戻り、多職種グループの議論を共有して、模造紙の記述をさらに更
新する。こうした作業の結果を、全体のシェアリングで共有し合う。 
 
課題例（エ）の場合： 
（ア）や（イ）の作業を引き継いで、課題を絞ってロールプレイを行う。 
 議論の結果を受けて、カンファレンスの場面、連絡や依頼の場面、多職種で協力して支援対象にかかわ
る場面、記録を作成して読んでもらう場面など、ねらいと課題に応じた場面設定をする。検討事項は前段
のグループワークで用いられるものを参考にするが、スキルの実行過程の評価（たとえば、相手に分かり
やすい説明であったか）、実行してみて分かる相手の気持ちなど、ロールプレイならではの観点を導入する。 
 
３．	運営上の留意点 
 運営にあたり、進行役であるリーダーとグループワークを支えるファシリテーターによる事前準備、共
通理解の形成が欠かせない。シミュレーションによって、全体像を把握し、コツがつかめるようになるの
で、お勧めする。また、何を、どこまで話し合うのか、整理し、進行表を作成しておくことが望ましい。 
2013年度大阪セミナーでは、あらかじめ下記のような指示が行われた（一部、加筆修正）。 
①	 同一職種グループで映像資料を見るにあたってのリーダーの説明 
「自分が、それぞれの職種でこの子の担当である、あるいはこの子を自分のチームで診ていると仮定
してください。ビデオを見て、それぞれの職種の立場から①何に着目するか、②この子どもからどう
いう情報をとるか、今後のこの子にとって他職種とどんな情報・見立て・アセスメントを共有すべき
だと思うかを考えてください」 

②	 同一職種グループ1回目ワークでのファシリテーターへの指示事項 
「あくまで模擬事例なので、『自分が担当だったらどう考えるか』という前提を外さないようガイド
する。職種特有の視点が掘り起こすため、参加者が一通り発言できるよう配慮する。各施設で、どの
ような形式、項目について職種の記録やアセスメントをしているのか、情報交換し、ビデオの情報を
整理する」 

③	 職種ミックスグループでのファシリテーターへの指示事項 
「ふだんのカンファレンスに近い形で行う。スタッフが司会するので、自分の施設のカンファレンス
を紹介して、そのように進めてもよい」 

④	 同一職種グループ2回目ワークでのファシリテーターへの指示事項 
「職種ミックスグループのカンファレンスの内容からの気づき、成果、思いを出し合う。他職種に伝
わりにくかったこと、他職種からもっと情報が欲しかったこと、他職種から求められた情報を話し合
って、自分たちの専門性について、再度、その特色・貢献・役割について振り返り、それらを達成す
るための情報発信の仕方を提案する（フォーマット、方法、どのようなまとめ方をすると情報を提供
しやすいか、など）」 

  
大阪セミナーで作成された職種別グループのまとめの一部を図１に整理したので、参考にされたい。 
 なお、グループ編成はあらかじめ済ませておくが、欠席者の状況をみて、調整することが必要である。ま
た、全般にグループワークは時間がかかるため、あらかじめタイムリミットを設定して、時間内に終わら
せることが大切である。結論を導くことよりも、さまざまな観点での意見を聞き合うことを優先する。 
 まとめはリーダーが行うが、設定したねらいに基づいて整理するようにしたい。 
 シェアリングに用いた模造紙は、参加者が写真に撮って持ち帰ることで、今後に活かしてもらうとよい。 
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図１ 大阪セミナーのグループのまとめの例（保育士グループと看護師グループ） 
 
 

【参考文献】 
  谷川弘治 教育と医療の連携と協働のために 育療 ５２ 2011 33－41 

看護師グループのまとめの例（抜粋） 
 
○カンファレンスをして気づいたこと 

l 保育計画を⽴てるのに事前に⼗分な情報が必要 
⇒保育⼠、看護師で違う常識があること 
 どんな情報がほしいかを共有する（カンファレンス等） 
 看護師がそれを知って、確実に提供する 

l ２、３⽇⽬で⺟⼦分離をしても集中して楽しく遊べている 
⇒⼦どもの⼒ 保育⼠の⼒？ 保育所？家庭ではどうなのか？ 

○提案 
l 保育⼠の関わりに看護師も関⼼を⽰す 
l 電⼦カルテの利⽤（可能なところは） 
l 看護師、保育⼠、家族が共有できる媒体を⽤いる 

保育⼠グループのまとめの例（抜粋） 
 
○多職種からの気づき 

l なぜこの設定で保育を計画したのか。保育⼠の意図を知りたい 
l 保育⼠のことばかけが少ない 
l 薬の副作⽤（⾆を出すなど） 
l ベッド柵が下がりすぎていて危険 

○情報共有のあり⽅ 
l 作った作品を飾り、看護師や保護者の⽅にみてもらう 
l 気になることがあったら積極的に情報を求める 
l ⼦どもの気持ちを代弁する 

○専⾨性を活かすには 
l 遊びの中で⾒える⼦どもの姿を発信する 

５領域で⼦どもの姿を記述する 
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