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序 
 

 本書は、私たちが開催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」の研修プログラム集の

第 1 集である。ここでは、病気の⼦どもと家族の⼼理社会的問題の理解と⽀援のあり⽅について、各⾃の知識と技術を⾒

直し、深めるための基礎理論と、ワークショップの構成例を⽰した。 

 本書に⽰したワークショップの実施を検討する場合は、ぜひ『多職種合同ワークショップ実施ガイドライン２．０』を

合わせてお読みいただきたい。また、私たちが開催するワークショップを受講することをお勧めする。また、私たちは、

施設単位、地域単位で、医療保育⼠、病弱特別⽀援教育担当教師のための研修を企画しようとする⽅々の相談に応じてい

るので、ご活⽤いただきたい。 

 ワークショップのテーマは多岐にわたっており（巻末資料参照）、今後も、それぞれに対応したプログラム集を発⾏して

いく予定である。 

 これらの取り組み、出版等の情報は下記ＵＲＬより、確認できる。 

 本書が、医療保育⼠と病弱特別⽀援教育担当教師、及び彼らと協働する様々な専⾨職の専⾨性向上のために取り組んで

おられる多くの⽅々との経験交流の契機となれば幸いである。 

 

 ＵＲＬ http://homepage1.nifty.com/k_tanigawa/index_seminar.html 
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Ⅰ 病気の⼦どもの⼼理社会的問題と⽀援 
 

１．不安・ストレスへの対処の⽀援 

病気の⼦どもは疾患やそれに伴う機能障害・形態の変化、

⾝体的苦痛・不快などの症状、検査・治療・処置や⽣活制

限、新たな治療環境と対⼈関係を含む環境の変化に直⾯す

る。これらには、⼦どものストレス源になりうるものとス

トレスを軽減したり、対処能⼒を⾼めたりする資源として

の⽀援環境も含まれる。 

 

１）病院で体験する⼦どもの不安・ストレス 

病気の⼦どもが病院で体験することについて、表 1 に⽰

す。⼦どもの認知的発達状況によりその程度は異なるが、

病院で出会う⾒知らぬ⼈、⾒慣れない物品や環境は驚きや

恐怖、不安をもたらす。特に初めて外来受診・⼊院する場

合の不安やストレスは⼤きい。また、検査や治療など今ま

での⽣活にない出来事は、これから⾃分の⾝に何が起こる

のか分からないという不安を引き起こし、検査や処置の間、

何が⾏われているのか分からないという恐怖をもたらす。

それに加えて、検査や処置、⼊院によって親から引き離さ

れることが、⼦どもに⼤きな不安とストレスを与える。特

に、親を重要他者として認識し始める乳児後期から３・４

歳ぐらいまでの⼦どもでは⼼理的混乱（泣き叫び、分離不

安、攻撃性、睡眠障害、⾷事の問題、無関⼼、引きこもり、

退⾏などの⾏動の変化）を引き起こしやすい。また、治療

のために固定や活動制限がある場合は⾃由がきかないこ

とによるストレス、⾃分の⾝に起こることにもかかわらず、

⾃分で決めたりやめたりする意思決定ができないことに

よるストレスなどを体験する。ストレスの強さや積み重な

りは、⼦どもにトラウマ（⼼的外傷）体験をもたらすこと

がある。 

①⾝体的苦痛と恐れ 

⼦どもにとって、痛みや呼吸苦、倦怠感、かゆみなどの

⾝体的苦痛は、⼼⾝の安楽を脅かす重⼤なストレスである。

また、医療者が⾏う処置や検査は、⼦どもに⾝体的苦痛や

恐怖をもたらす。⼦どもが症状の意味や治療の必要性を⼗

分に理解できないことも、不安や恐怖が⾼まる理由の 1 つ

である。 

表 1． 病気の⼦どもが病院で体験すること 

 ⾒知らぬ⼈、⾒慣れない物品や環境に遭遇する 

 今までの⽣活にはない出来事 

 親から引き離される 

 これから⾃分の⾝に何が起こるのか分からないこと

への不安 

 検査や処置の間、何が⾏われているのかわからない

ことへの恐怖 

 ⾃分で決めたりやめたりできず、意思決定できない 

 固定や活動制限などがある場合、⾃由がきかない 

 

②⾃⼰概念のおびやかし 

治療過程において、苦痛を伴う処置や検査などが、⼦ど

もへの⼗分な説明や意思確認がないままに⾏われること

は、⼦どもの⾃尊感情を脅かす。また、病気やその治療に

よって⾝体機能や容姿が変化すると、⼦どもの⼼は深く傷

つけられる。とくにアイデンティティーが確⽴する学童期

から思春期に、薬の副作⽤による体格や顔貌の変化、脱⽑、

あるいは運動能⼒の低下などがおこると、⼦どものボディ

イメージは変容し、不安や恐怖、喪失感におそわれる。⾃

⼰概念に関連する⼦どもの反応は学童・思春期に限らず、

幼児期後期においても容姿の変化や友達との違いに対し

て漠然とした不安や⼾惑いが⽣じて、家族や医療者に疑問

を投げかけることも珍しくない。このような反応は⼦ども

⾃⾝の認識だけでなく、友達の⾔動やよそよそしい態度な

ど、周囲の反応によって⽣じる場合もある。 

③⼤切な⼈との別離 

病気や障害を持つ⼦どもが⼊院する場合には、慣れ親し

んだ家庭を離れて、新しい環境の中で⽣活を始めることに

なる。⾝体的苦痛をかかえる乳幼児が、家族とくに⺟親に

そばにいてほしいと願うのは⾃然な反応であり、⺟親と引

き離されることに対して⼤きな不安と⼼理的混乱を⽰す。

とくに、家族の付き添いや⾯会を厳しく規制する病院に⼊

院する⼦どもは、⼤きな不安や悲しみに襲われる。 

 

 

④⽣活の変化・制限 

健康問題をもつ⼦どもは、治療上の必要性から運動や⾷
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事などが制限されてストレスを⾼めることがある。さまざ

まなことに興味を⽰し、体験を通して発達を遂げる乳幼児

にとって、運動や⾷事内容の制限は⽣活習慣の確⽴や、成

⻑・発達にも少なからず影響を及ぼす。 

家族からの⾃⽴が進み、社会⽣活が拡⼤する学童期以降

の⼦どもは、友達と同じように運動や⾷事ができないこと

によって孤⽴感や焦りを強めたり、部活動などに参加でき

ないことで、⾃分は他の⼦どものように健康ではないと捉

えたりすることがある。さらに、⼊院や外来通院のために

学校を休むことが多いと、学習が遅れたり、学校になじめ

ずに遅刻や⽋席を繰り返したりすることもある。 

 

２）⼦どもの対処能⼒を引き出す⽀援 

⼦どもが病気や⼊院によって引き起こされる様々な⼼

理的ストレスを最⼩にし、⼦どもや親の対処能⼒を引き出

す環境を整えることが重要である。⼼理的ストレスに対し、

⼦どもの認知的発達に応じた説明や配慮により、ネガティ

ブな反応を最⼩限に、あるいは緩和させ、その⼦どもなり

に向き合い、乗り越えられるように⼦どもの対処能⼒や頑

張 り を 引 き 出 す か か わ り を 「 プ レ パ レ ー シ ョ ン

(preparation)」という。プレパレーションは特別な⾏為

ではなく、⼦どもに接する医療者の誰もが、⼊院期間の⻑

さ、検査や処置・⼿術などの侵襲の⼤きさにかかわらず、

診察や検温、⽇常のケアに⾄るまで、⼦どもが必要とする

ときに⾏われなければならない倫理的配慮の⼀つである。 

⼦どもの病気や障害の受け⽌め⽅には、⼦どもの知的機

能が⼤きく関与している。2 歳以前の⼦どもはコミュニケ

ーション能⼒が未熟であり、病気についてはっきりとした

認知を持たないと考えられている。つまり、⾝体的な苦痛

や恐れ、親と離れて⼊院⽣活を送る不安などを病気と結び

つけて理解することが難しい。2〜6 歳ごろは論理的思考

が⼗分に成⽴する前の段階である。この時期の⼦どもは、

病気のことを全体的で感覚的な現象として表現するがそ

の理由を⼗分に説明することはできないため、苦痛を伴う

治療や、親と離れて⼊院することを⾃分が⾏ったことに対

する罰として捉えて、深く傷ついていることもある。７〜

10 歳ごろになると、論理的思考が始まって、少しずつ⾃

⼰と他者を区別するようになる。病気は外的な理由で起こ

ると理解していた⼦どもは、このころになるとしだいに病

気を⾝体の⼀部として表現するようになる。そして、11

歳頃になると論理的思考が進み、⾝体のある部分がうまく

機能しないこととして病気を理解するようになり、⼈の考

えや気持ちが病気の原因になることにも気づいていく。こ

のように病気の理解、とらえ⽅は⼦どもの発達段階によっ

て特徴づけられている。 

Thompson & Stanford（2003）が提唱するプレパレー

ションの基本的ガイドラインには次のことが⽰されてい

る。 

①⼦どもと両親の双⽅がプレパレーション過程に加わる

べきである 

②情報は⼦どもの認知能⼒に合わせて提供されるべきで

ある 

③⼦どもが経験すると思われる感覚に⼒点が置かれるべ

きである 

④⼦どもと両親はプレパレーション過程全体を通じて⾃

分の情動を表出するよう励まされるべきである 

⑤この過程は、プレパレーションを⾏う⼈と家族との信頼

関係の発展をもたらすべきである 

⑥⼦どもと両親は⼊院中に、緊張の強いあらゆる時点で、

そうした信頼を置いている⼈から⽀援を受けるべきで

ある 

 

また、プレパレーションは、次の 5 段階から構成されて

いる。 

第 1 段階：⼦どもが病院に来るまでの準備 

医療者、もしくは両親が⼦どもに病院に⾏く⽬的や何が

⾏われるのかについての情報を提供する。また、病院にお

ける環境整備として、壁紙をカラフルな⾊にしたり、⼦ど

もに馴染みのあるアニメのキャラクターや物語の絵を描

いたり、ぬいぐるみを⽤いて診察室や検査⽤具を装飾した

りすることが有効である。さらに、医療者がカラフルな⾊

のエプロンや既製の⽩⾐にこだわらない型やデザインの

ユニフォームを選択して着⽤したり、医療処置に⽀障のな

い⼤きさや形の⼩物を⾝につけたりすることなど、医療者

も環境の⼀部として視覚的に不安や恐怖⼼を与えない⼯

夫をすることが望ましい。 

第 2 段階：通常の遊び 

⼦どもに通常⾏っている遊びを⾏うように誘導し、⼦ど
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もの表情や⾝体状態を観察しながら、親からの情報も加え

て⼦どもの⼼理的状態・⾝体状態・発達状態をアセスメン

トし、⽀援⽅法を検討する。 

第 3 段階：プレイプレパレーション（発達段階に応じた⽅

法を⽤いての医療⾏為などの説明） 

⼈形やぬいぐるみ、紙芝居、医療機器の模型やおもちゃ

などを⽤いて、予定されている検査や処置などの⼿順を物

語のように⼦どもに伝えながら説明する。親に同席しても

らうことにより、⼦どもは安⼼して説明を聞くことができ

る。また、親が⼦どもにわかりやすい⾔葉を添えて説明を

加えることにより、⼦どもの理解を助けたり、親が⼦ども

の様⼦を把握したりすると共に、検査や処置に関する親の

理解も促される。 

第 4 段階：ディストラクション（検査や処置などの恐怖⼼

を緩和するために気をそらすこと） 

検査や処置時に⼦どもにとって馴染みのあるぬいぐる

みや動きのある⼈形を⾒せたり、振るときらきら光るもの

や⾳がなるおもちゃを⽤いたりすることで、注射を挿⼊し

ている部位や処置を⾏っている⼿元に集中している気持

ちを違うものに向かわせる。 

第 5 段階：検査・処置後の遊び 

検査や処置後に実施前の説明で使⽤したおもちゃや⼈

形で遊ぶ環境を整える。それで遊ぶことにより、検査や処

置に対する⼦どもの思いを表出することができる。また、

⾃分に「されたこと」を⼈形に「すること」によって、抑

圧されたストレスが解放され、⼦ども⾃⾝が⼼とのバラン

スを調整することを助ける。 

 

２．⽣活の場での感情表出の扱い 

⼦どもの感情の表出形式としては、からだ全体の反応、

⾏動、⾔葉がある。⼦どもの感情を理解するためには、⼦

どもが出すサインに気づくこと、そのサインの意味を理解

できることが重要である。それにより、⽀援を考えること

ができる。 

乳幼児の場合は、さみしい、こわいなどの感情を泣くと

いう⾏動で表出したり、素直に「さみしい」「こわい」と

⾔葉で表出したりする。そのため、⼦どものサインに気づ

きやすい。しかし、⾔語が⼗分に発達していないため、そ

のサインの意味を⾔葉で適切に説明することはできない。

そのサインの意味を理解するためには、⼦どもの発達状況

に応じた⽅法でそのサインの意味を確認していくことが

求められる。 

乳児では、泣くという⼦どものサインに気づいた時に、

⼦どもの他の反応を観察しながら、⽣活リズム、病状や⾏

われている治療などの状況を考え合わせて査定し、サイン

の意味をみたてて援助を⾏い、泣き⽌んだことを持ってそ

のサインの意味を理解する。幼児後期になると、⾔語での

表出が可能になるため、⼦どもが「こわい」「さみしい」

と⾔ったときには、⼦どもたちが望む「こわい」「さみし

い」への対処⽅法を聞き、それに沿って対処していくとよ

い。また、「こわい」「さみしい」という⾔葉は聞かれない

が、⼦どもが泣いていることに気づいたときには、⼦ども

の⾏動や態度を⾒極め、また周囲の⼦どもと家族の状況を

⾒て、その⼦どもの気持ちを査定し、なぜ泣いているかを

他の⼦どもに聞かれない環境でゆっくり話しを聞き、その

サインの意味を確認するとよい。⼦どもは看護師や保育⼠

との会話の中で、⾃分の気持ちを整理できることもある。 

⼀⽅、学童や思春期の⼦どもは、「こわい」「さみしい」

という気持ちを持っていても我慢して感情を表出しない

ことが多くなる。そのため、⼦どもに関わる看護師や教諭

は 1 ⼈ 1 ⼈の⼦どもに関⼼を持ち、⼦どもとの信頼関係を

築き、⼦どもが感情を表出しやすい環境を整えていくこと

が重要である。また、⼦どもの治療や⽣活にはいろいろな

職種が関わっていることから、1 ⼈の職員が得られる情報

には限界があるため、その⼦どもに関わっている多職種で

チームを形成し、チームで活動していくことが有効である。

チームメンバーで情報共有しながら、⼦どもが感情を表出

できる環境を整える。また、⼦どもが感情を表出したとき

には、表出したことに対する勇気を認め、その内容につい

て批判することなく受け⽌めることが⼤切である。 

 

３．⼦どものセルフケア⾏動の形成⽀援 

オレム（2001）によれば、セルフケアは学習された⾏

動であり、⼦どもは成⻑と共にセルフケアに関わる基本的

能⼒を発達させ、セルフケア⾏動を獲得していく。そのた

め、健康や安寧の維持に必要なセルフケアが形成され 1 ⼈

でできるようになるまでの期間は、その⼦どものセルフケ

アに合わせて不⾜しているケアを養育者に依存している
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状態であり、⼦どもの発達と共に養育者への依存は減少し

ていく。⼦どもは⽣活に必要なセルフケア、発達に伴って

⽣じるセルフケア、病気やけがなどに関連したセルフケア

など、⽣活領域の拡⼤やそれに伴う体験を通して、次第に

セルフケアを学習していく。セルフケアについての考え、

態度、⼿段などは、家族などの最も⾝近な⼈々の信念や価

値に影響を受ける。 

セルフケア能⼒に関連する要因として、年齢および発達、

性、健康状態、経験、⽣活の仕⽅や⽣活パターン、家族、

社会⽂化、経済状態、セルフケアの内容などがある。経験

とはそれまでの⽇常⽣活におけるセルフケア経験や病気

の経験を含んでいる。病気の経験は⾝体内部に関する知識

を増加させ、健康についての考えに影響することが知られ

ている。また、⾃分の⾏動が健康や安寧につながっている

という認識や他者からの保証は、⼦どもと家族にとっては

セルフケアを正の⽅向に強化する⼤きな要因となる。 

セルフケア⾏動は、⽣活の中にパターンとして習慣化し

ていくことを⽬的としている。幼児期に形成される⽇常⽣

活習慣の多くは、実践することから学習する。友達やきょ

うだいと異なることは受け⼊れがたく、同じ⽣活をしたい

と願っている⼦どもにとって、疾患管理のための新たなセ

ルフケア⾏動は、今までの⽣活パターンに影響が少ないほ

ど受け⼊れられやすく、⽣活に根付きやすくなる。そのた

め、新たなセルフケア⾏動への⽀援を⾏うにあたっては、

親や学校の担任・養護教諭と連携をとり、⼦どもと家族の

⽣活パターン、学校・幼稚園・保育所での⽣活パターンを

⼗分把握することが必要である。 

看護師は、病気をもつ⼦どもが⾃分で⾃⼰管理できる状

況かどうか、常に発達段階に合わせた⼦どものセルフケア

能⼒をアセスメントし、ケアを提供する必要がある。⼦ど

ものセルフケア⾏動を確⽴させるためには、運動能⼒、感

覚能⼒、経験から学ぶ⼒、論理的思考ができ因果関係を理

解する⼒、⾔葉の理解とシンボルを使う⼒、そして、現在・

過去・未来といった時間感覚の発達が基盤となる。⼦ども

が親などの重要他者の⾏動を模倣し、必要な⾏動を繰り返

すと共に、⾏動の動機付けを⾏うことで、セルフケアの学

習が⾏われる。そして、⾃分の健康を維持・促進するため

に必要となる微細運動機能や、健康問題に関する⾃⼰決定

能⼒が⾼まることで、次第に複雑なセルフケア技能を学び、

セルフケア⾏動が確⽴される。 

病気をもつ⼦どものセルフケア能⼒が発達する過程に

おいて重要なことは、①疾患やセルフケアに対する⼦ども

の受け⽌め⽅を確認しながら援助すること、②否定的・拒

否的な感情を和らげること、③本⼈の発達や能⼒に⾒合っ

た⽬標を設定することと⾔える。また、看護者の役割とし

て重要なことは、⼦どもの発達段階やセルフケア能⼒に合

わせて、療養⾏動の主体を親から⼦どもにスムーズに移⾏

させることである。 

 

４．⼼理的な問題を抱えた⼦どもの⽀援 

病状が不安定な⼦どもは、⼊院が⻑期化したり、⼊退院

を繰り返したりすると、家庭、学校、地域社会からの分離

を余儀なくされ、⼼理的な問題を抱えやすい。⻑期⼊院に

よって⾃分の病気がいつ治るのかといった病気の回復に

対する不安、⾷事制限・薬の副作⽤・活動制限に伴う不安、

家族に⼼配をかけているのではないかという思いや家族

と離れる不安、学校や友⼈との⼈間関係の変化や、学習・

進路に対する不安などの困難に直⾯する。⼦どもの⽇常⽣

活に直接関わる職種は⼦どもの変化に注意しながら、観察

し、⼦どもに変化が⾒られた場合は、⼦どもの話をゆっく

り聞くことができる環境を整え、⼦どもから話を聞き、⼀

緒に解決策を考える姿勢で関わる。また、家族や学校との

つながりを維持できるように⽀援する。 

⻑期療養が必要な⼦どもは、治療や制限により、容姿が

変化したり、クラスの他の⼈たちと同じ⾏動ができなかっ

たりすることに加えて、差別や偏⾒を受けることにより、

いじめや不登校などの問題を抱えやすい。⼦どもが受けて

いる①苦痛、②社会的規約、③発達の阻害、④他者への影

響の程度を把握し、⼦どもの⽰す問題⾏動が正常な発達過

程の症状や⾏動なのか、正常から逸脱、あるいは今後逸脱

する危険性が⾼い⾏動なのかを判断し、後者の場合は適切

な専⾨家に紹介する必要がある。⼦どもの⾏動が正常な発

達課題上の⾏動としても、保護者やその他の関係者が問題

と捉えている場合には、⼦どもに⼆次的な社会⼼理的問題

が⽣じる可能性がある。この場合には、保護者に問題に関

する正しい知識を提供すると共に、相談に乗る。 
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５．障がいのある⼦どもの⼊院⽣活の⽀援 

障がいの種類によって必要とされる⽀援は異なるが、障

がいのある⼦どもは、環境の変化に適応するのに時間がか

かることが多いため、⼊院に際しては、特に安全で安⼼で

きる環境を整えることが重要である。そのためには、慣れ

親しんだ親や家族が⼦どもに付き添えるようにすること、

お気に⼊りのタオルやぬいぐるみ、おもちゃなどを持ち込

み、家庭に近い環境を作る。 

また、急性期を過ぎ状態が安定していくにつれ、⼦ども

へのケアは、状態の安定化を図ることを中⼼としたケアか

ら、状態の安定性を維持し、悪化を防⽌するための援助が

中⼼になる。できる限りその⼦どもにとって「当たり前の

⽣活」が過ごせるように、⼦どもや親・家族と共に考え、

⼯夫することが必要である。 

 以下に障がいのある⼦どもの⼊院⽣活の⽀援のポイン

トを⽰す。 

 

１）異常の予防と早期発⾒ための観察 

その⼦どもにとって予測しうる状態悪化の兆しがない

かどうかをその⼦どもとの⽇常的なケアを通して観察す

ることが重要である。普段の⼦どもの様⼦と⽐較し、変化

があるかどうかを⾒分ける。また、重症⼼⾝障害児のよう

に、本⼈の意思が図りにくく、⾝体状態が不安定な⼦ども

では、状態の判断に迷う場⾯が⽣じやすい。その場合は、

医療者に報告し、相談する。 

 

２）⼦どもの成⻑・発達に応じた関わりと基本的な 

⽣活習慣の確⽴ 

遊びは⼦どもにとっての⽣活のすべてであるため、⼦ど

もと同じ気持ちになって⼀緒に遊びを楽しむ。遊びを通し

て⼦どもの⽬の輝きや、表情の変化から⼦どもの遊びの好

みを知ると共に、成⻑・発達の変化を知る。また、⼦ども

の年齢、発達状況、疾患の状態、親の育児⽅針などを考慮

し、基本的な⽣活習慣が確⽴するように⼀貫性をもって関

わる。⼦どもの発達状況を知ること、⾏動範囲の拡⼤に努

めること、計画的な関わりの機会や他児との関わりの機会

を作るように⼼がけること、・⽣活（遊び、⼊浴、睡眠、

⾷事など）にリズムをつけることが⼤切である。 

 

３）⼦どものストレスの緩和 

⼊院⽣活そのものが刺激のない環境であり、活動の⾃由

が妨げられている。重症⼼⾝障害児や⼈⼯呼吸器を装着し

ている⼦どもの場合には、四肢を⾃分で動かすことさえも

できない、声が出せず欲求が伝えられない、⾷事も経管栄

養などがほとんどであり⾷べる楽しみや満⾜感が得られ

ない、など多くのストレス状況下におかれている。そのた

め、その⼦どもに応じたコミュニケーションの⽅法を⾒い

だすこと、親やきょうだいだけで過ごせる時間や場所を⼯

夫し活⽤すること、遊びの時間を取り⼊れることが⼤切で

ある。 

 

４）その他のケア 

栄養管理、排便の調節、⾝体の清潔⽅法、⼝腔内の清潔、

⾐類や寝具などその⼦どもの状況に応じた⼯夫や配慮が

重要である。 

 

６．社会⽣活の課題と⽀援 

⼦どもは家庭や学校⽣活を中⼼とした環境との相互作

⽤の中で多くの出来事を体験し、⾝体的にも⼼理社会的に

も成⻑・発達を遂げていく。慢性疾患をもち⻑期療養が必

要な⼦どもは、①過度の制限を強いられる、②病気をもつ

⼦どもとして特別扱いされる、③健康な仲間集団に帰属感

を⾒いだせない、④発達課題を乗り越えることが難しい、

⑤決定のプロセスに⾃分⾃⾝の意思や考えを反映できな

いといった体験をしており、⾃らの⽣活を普通に近づけて

いくということが決して容易ではない。⻑期間、病気と闘

っている⼦どもとその家族は、⼼⾝⾯での負担が強く、周

囲の偏⾒や差別、そして知識不⾜による不適切な対応を⼼

配している。⼦どもをとりまく家族、医師・看護師などの

医療専⾨職、保育⼠、養護教諭・担任教諭などの学校関係

者とチームを形成し、⼦どもが社会の中でできるだけ普通

の⽣活に近づけながら⽣きていけるように⽀援していく

ことが重要である。 

 

１）成⻑・発達段階別の療養⾏動の特徴と⽀援 

乳幼児期は、親の育児負担が⼤きいことに加えて⼦ども

の病気への理解が乏しく、献⽴通りに⾷べない、⾷欲が旺

盛の時と他に興味が移って⾷事摂取が進まないときがあ
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る、病状を把握しにくい、感染症に罹りやすいなどの問題

がある。親のストレスは⾼く、そのことが⼦どもの療養⾏

動に影響して悪循環となることが多い。そのため、乳幼児

期は両親、特に主な養育者である⺟親への⽀援が重要であ

る。⺟親の話に⽿を傾け、努⼒していることをほめ、少し

でもストレスを軽減できるようにすること、⺟親のストレ

スになっていることについての具体的な解決⽅法を⼀緒

に考えていく。また、⽗親や祖⽗⺟など家族のサポートが

得られるように援助し、⺟親ばかりに⼦どもの療養⾏動に

対する負担がかからないようにする。 

また、⼦どもが幼児期になれば、発達段階に合わせて病

気や療養⾏動を⾏わなければならないことを説明し、でき

ることを協⼒できるように促すことが必要である。 

学童期は、基本的⽣活習慣が⾃⽴し、少しずつ⺟親と距離

を置くようになり、家庭以外での⽣活が多くなる時期であ

る。この時期の⼦どもにとって⽇中の⼤半を過ごす学校で

の⽣活が快適かどうかは⼤きな意味を持つ。病気をもつ⼦

どもの場合は学校という新しい⽣活環境に適応するのみ

ならず、療養⾏動をも新しい⽣活環境に適応させていかな

ければならない。それには、担任教諭、養護教諭など学校

関係者の理解と協⼒が不可⽋である。そのため、⼊学前に

学校側と話し合いを持ち、病気や学校で⾏わなければなら

ない療養⾏動についての理解を促し、服薬や注射などを⾏

う場所の確保や発作時の対処⽅法などについて話し合い

を持つことが必要である。医師や看護師は、親が主体とな

って学校側に交渉していけるように⽀援し、必要に応じて

学校や地域との連携をはかる。また、クラスメートの理解

と協⼒は⼦どもの学校⽣活への適応を容易にさせる。この

年代の⼦どもにとって運動制限や⾷事制限があり、友達と

同じ⾏動ができない場合は、それが劣等感、病気に対する

嫌悪感につながり、服薬をしなくなったり、倦怠感等の症

状を我慢したりして療養⾏動の乱れの原因になり、いじめ

の原因になることもある。そのため、⼦ども⾃ら、もしく

は担任教諭からクラスメートに病気について話しをする

機会を作ってもらえるように⽀援することが⼤切である。 

思春期は内分泌の急激な発達による⾝体的変化と共に、友

達を中⼼に社会⽣活の範囲が拡⼤し、精神的には親から⾃

⽴していく時期である。思春期は病気に関するストレスに

加えて、友達や教諭との関係、受験勉強などの⽇常⽣活に

関するストレスも加わり、病気の管理を⾏いながら社会⽣

活に適応していくのが難しい時期である。精神的にも不安

定になり、病気と療養⾏動への嫌悪感、⽣活規律の乱れ、

⾷習慣の乱れ、クラブ活動への不参加、受験、⽣活の変化

などの問題が出てくることが指摘されている。ストレスが

⾼くなると、飲酒や喫煙などに⼿を出しやすくなる。思春

期は好奇⼼や、⼤⼈への反発、仲間意識などが強くなる時

期であり、飲酒・喫煙などの不健康な⽣活習慣が⽣じやす

い。そのため、飲酒・喫煙をさせないように飲酒・喫煙が

病気に及ぼす影響について思春期に⼊る前から教育して

おくと共に、ストレスや友達関係を把握し、⼦どもの病気

や療養⾏動に対する気持ちを聞きながら、ストレスが⾼い

ときには、対処⾏動を⼀緒に考え、⽀援することが必要で

ある。 

 

２）社会性の発達を促す⽀援 

病気をもつ⼦どもにおいては、調整を要する事柄や様々

な困難を伴う場合が少なくないが、可能な限り健康な⼦ど

もと同じ⽣活を送り社会性を培うことが望ましい。病気を

もつ⼦どもの保護者や周囲の⼤⼈が、過保護や過⼲渉にな

ってしまいがちなことはしばしば指摘されている（平良，

2005）。過保護や過⼲渉は必要以上に⼦どもの⽣活を特別

なものにしてしまい、⼦どもの依存性を導く。しかし、周

囲の⼤⼈や時には⼦ども⾃⾝が病状の悪化への恐れや不

安から、必要以上の制限を設けてしまっていることが少な

からずある。必要以上の制限や過剰な配慮によって⼦ども

の体験を限定し、その⽣活を健康な⼦どもの⽣活と異なる

ものにすることは、⼦どもの⼼理社会的な成⻑と発達を妨

げる。さまざまな体験を通して、⼦どもは協調することや

譲り合うことなどの社会のルールを学び、また⾃分の感情

をコントロールすることを覚える。また、病気をもつ⼦ど

もにおいては、⾃分⾃⾝の⾝体状況や療育上の制限などを

考え合わせながら、⾃分のできることできないことを判断

することや必要な援助を周囲に求めることも⾝につけて

いくことが必要である。必要以上の制限といった⼦どもに

とって好ましくない状況が起こっていたら、⼦どもと保護

者の話をよく聞き、何がそうさせているのかを整理しなが

ら解決の⽅法を探る。病状及び必要な制限の範囲とその根

拠を丁寧に説明することによって、⼦どもと保護者の認識
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が変化し、⾃分たちで状況を変えていけるようになること

が望ましい。時には、医療者と学校関係者が連絡を取り、

確認や調整を⾏うことが必要な場合もある。 

 

７．社会的⾃⽴の課題と⽀援 

病気をもつ⼦どもの社会的⾃⽴の課題は、１）⾃分の体

を知り、健康の⾃⼰管理ができること、２）病気をもって

いる⾃分らしく働くことである。それに向けて⽀援するこ

とが重要である。 

 

１）⾃分の体を知り、健康の⾃⼰管理ができるように 

⽀援する 

まず、⾃分の病気について理解し、薬物療法や運動制限

などの疾患管理に必要な知識を学ぶこと、⾃分に合った⾃

⼰管理⽅法を⾒つけること必要である。看護師は、⾃⼰管

理に必要な知識と技術を提供すると共に、その⼦どもの価

値観に従って、具体的な⾃⼰管理⽅法を⼀緒に考える。⼦

どもの努⼒を認めながら、⾃分で体調管理が継続できるよ

うに⽀援することが必要である。また、⼦どもが⼀定の年

齢になったときに、あらためて病気と疾患管理のために必

要なことについて医療者から⼦どもに説明し、指導を⾏う

ことは効果的である。幼い頃から病気とのつきあいが続い

てきた⼦どもには、多くの事柄をすでに理解していると思

いがちであるが、実際に本⼈の理解内容を確認してみると、

意外なほど曖昧であったり、⾃⼰流の解釈であったり、あ

まり考えたことがないという返事であったりする。そのた

め、進学や就職などの節⽬を捉えて、話しをする場を設け

て、病気や疾患管理について正しく理解できているかを確

認することが望ましい。⼀⼈前と⾒なされてきちんと説明

を受けたという思いは、療養⾏動の⾃⽴と継続の動機づけ

につながる（⻑，2007）。 

療養⾏動の⾃⽴を促す時期については、基本的な⽇常⽣

活⾏動がほぼ⾃⽴の域に達する⼩学校⾼学年から中学⽣

の時期に考え始めるが、⼤切なことは、⼀気にすべての療

養⾏動を⼦どもに移⾏させないことである。それにより体

調を悪化させる場合がある。保護者と⼦どもと話し合った

上で、⼦どもの状況を⾒ながら、できることを増やしてい

けるように⽀援する。また、療養⾏動の⾃⽴には、1 ⼈で

受診することも含まれる。療養⾏動の⾃⽴は単なる⾏動の

変化ではなく、病気や治療に関する知識に基づいて様々な

事柄を調整する⼒や、他者と話をしたり、ものを尋ねたり

する⼒の成熟を要する。保護者と共に⼦どもの将来を⾒据

えながら今必要なことを考え話し合う必要がある。 

さらに、本⼈が不規則な⽣活や飲酒・喫煙は、病状や健康

に害を及ぼすことを⾃覚して、友達や仕事上のつきあいで

お酒を勧められたときに飲めないことを伝えられるよう

に励ましたり、飲まずにすむ⽅法を⼀緒に考えたりするこ

とも必要である。 

 

２）病気をもちながら⾃分らしく働くこと 

就職にあたっては、本⼈が働きたいという意欲を持って

いることが何より⼤切である。病気の不確かさや不安を持

っている中で、⼦どもが将来働きたいという意欲やこんな

仕事に就きたいという⽬標を持てることは今の学校⽣活

を積極的に送ることやよい体調を保つことの意味を⾒い

だせる。 

病気をもちながら 1 ⼈の社会⼈として働き、地域の⼈々

と共に暮らす中で、様々な困難に直⾯する。病気のことを

職場や周囲に告げずに仕事をしている場合は、周囲からの

配慮がなく、「受診のために休みを取りにくい」「残業が多

く、体調管理が困難で、仕事を続けられるか⼼配」という

気持ちを抱いている⼀⽅、病気のことを職場や周囲に告げ

ている場合は、「病気のことを理解してくれない同僚が職

場にいる」「忙しいときでも受診などで休みを取らなけれ

ばならず、⼼苦しい」という気持ちを抱いている。また、

付き合っている⼈に病気のことを話していない」、「付き合

っている⼈に病気のことをどのように話すか迷っている」

「⼦どもがほしいが病気の影響が⼼配」という気持ちを持

ちながら⽣活している。患者会などの同じような体験を持

つもの同⼠が⽀え合うことを⽬的としたグループに参加

したり、医療者に気軽に相談したりできるような体制を作

っておけるように⽀援する。そして、実際に問題を抱えて

いるときは、1 ⼈で抱え込まず、信頼できる友達、同じ病

気の先輩や医療者などに相談できるようにするとよい。 
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Ⅱ 家族の⼼理社会的問題と⽀援 
 

１．保護者の抱えがちな⼼理社会的問題と⽀援 

 

１）保護者の抱えがちな⼼理的問題 

⼦どもの病気は、育児期・教育期の家族に危機的な状況

をもたらしやすい出来事である。その影響は、病気をもつ

⼦どものみでなく、親やきょうだいなど他の家族員や家族

全体にも及ぶことが多い。 

親（保護者）は家庭における通常の育児や教育に加え、

病気をもつ⼦どもの健康管理や在宅治療、通院の世話、⼊

院中の⾯会や付き添いといった様々な責任を担うことに

なる。また、⼦どもの発病や悪化に対する⾃責の念やハイ

リスクの治療の意思決定、⽇々の世話などに伴う⼼⾝の負

担が⼤きい。また、⼦どもの病気が⼊院を要する場合、特

に⼦どもの⼊院に親が付き添う場合には、病気をもつ⼦ど

もと⺟親は病院、きょうだいと⽗親は家、あるいは、きょ

うだいを祖⽗⺟に預けるなど、⼀時的とはいえ家族は２つ

あるいは３つに分裂され、家族の役割や関係の変化を余儀

なくされる。 

さらに、家族に及ぼすストレスは、病気の発症時期が家

族ライフサイクルのどの時期か、病気をもつ⼦どもの家族

内地位（第 1 ⼦など）や年代、家族構造－家族形態・家族

構成・きょうだいの有無や年代、さらに家族成員の病気を

もつ⼦どもに対する⽴場（⺟親・⽗親・きょうだい・祖⽗

⺟など）や病気をもつ⼦どもとの関係、病気による家族の

変化度やライフイベント（転居・出産など）、家族の対処

能⼒、信念や考え⽅、⽀援システムによって異なる。特に

⼦どもの世話の直接的責任を担う⺟親は⽗親より不安や

ストレスが⾼く、抑鬱・⼼理社会的な問題、⾝体的な病気

や孤独を経験し、⽗親やきょうだいよりも多く⾝体的な病

気の症状が出現していることが報告されている（鈴

⽊,1994;藤原，1996）。ライフイベントとの関係では、家

族に同時に⽣じる出来事が多いとストレスが累積・増⼤し、

燃え尽き率が⾼まることが慢性病児を抱えた家族の研究

から明らかにされている（村⽥，2005）。また家族の⼼配

やストレス、負担感や⼼⾝の疲労は、看護者や他者の⽀援

を受けている家族には少ないという報告もある（筒井，

1993）。 

また、親だけでなくきょうだいまでも経済的負担や送り

迎えが困難という理由から、友だちづきあいや余暇活動、

社会活動の制限を余儀なくされたり、きょうだいの病気に

よる社会的な不利や偏⾒を受けたりすることがある。さら

に、きょうだいが⾝体症状や登園・登校拒否などの精神的

な問題を引き起こすこともある。病気をもつ⼦どもの問題

だけでなく、きょうだいの問題に直⾯することもある。 

 

２）保護者への⽀援 

⽀援としては、病気への理解や受容を促すこと、背負い

込みや過度の負担をなくすこと、家族間のきずなやバラン

スを保ち強めること、病気の予後や通院、在宅、今後の⽣

活の⼼配に対する⽀援が必要である。家族の病気や障害に

関する理解と受容を助けるためには、病気や障害に関する

適切な知識や情報の提供と共に、精神的なよりどころとな

る肯定的な⾒通しや希望・信念を⽀持することが⼤切であ

る。また、病気をもつ⼦どもの疾患管理への対応を容易に

する知識や技術、⼿技・⽤具の利⽤についての指導や実技

訓練の機会を設ける。これらを通じて病気をもつ⼦どもの

ケアを担う家族の不安を緩和し、⾃信を強めることで、家

族の対処能⼒を⾼める。 

病気をもつ⼦どもの家族がストレスにさらされた場合、

最も利⽤しやすく⾝近で頼りになるのは配偶者や⼦ど

も・拡⼤家族などの家族員の⽀えである。これらを⽀持し、

同時に家族と専⾨職の協⼒関係を強め、家族の葛藤や悩み

を傾聴し、情緒表出を受け⼊れ、感情調整を助けることも

必要である。 

きょうだいの問題については、親⾃⾝も「親と⼀緒にい

る時間がもう少しあれば、（きょうだいは）ストレスをう

まく発散できたのではないか」という発⾔や、きょうだい

⾃⾝も「誰かにかまってもらいたい」という気持ちを持っ

ていることから、親ときょうだいが⼀緒に時間を過ごせる

ように⽀援することが必要である。また、家族員の協⼒だ

けでは問題に対応できない場合は、同じ病気の⼦どもをも

つ親の会や地域の社会資源を利⽤できるように情報提供

を⾏うことが必要である。 
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２．きょうだいの抱えがちな⼼理社会的問題と⽀援 

 

１）きょうだいの抱えがちな⼼理社会的問題 

⼦どもの病気は、共に育ち⽣活するきょうだいにも様々

な影響を及ぼす。親の関⼼は病気をもつ⼦どもに集中しが

ちになり、親の愛情や注⽬、世話やしつけが⼤きく変化す

ることが少なくない。その結果、きょうだいは⽢えやわが

まま・くせ・腹痛・頭痛などの精神的・⾏動上の問題が現

れることが報告されている（太⽥，1992）。 

また、両親だけでなくきょうだいまでも友だちづきあい

や余暇活動、社会活動の制限を余儀なくされたり、きょう

だいの病気による社会的な不利や偏⾒を受けたりするこ

とがある。学童期では、経済的負担や送り迎えが困難とい

う理由から、急に塾を辞めなければならないことも⽣じる。

このような状況的危機によって精神的に不安定であると

ころに、発達的危機といわれる⼊園、⼊学、転校、試験な

どのきょうだいの⽣活環境の変化が重なることで、さらに

不安定さが増すことになる。その結果、登園拒否や登校拒

否を引き起こすという事態につながることがある。 

病気をもつ⼦どもが⼊院することになった場合は、遊ん

だりけんかをしたりして⽣活を共にしていた相⼿である

きょうだいがいなくなるだけでなく、⺟親が家にいなくな

ることによって、きょうだいの分離、⺟⼦分離という２つ

の危機的な状況に遭遇することになる。そのうえに両親の

苦悩や悲しみからくる精神的反応や、⽇常⽣活の急激な変

化による影響が加わる。病気をもつ⼦どもの⼊院がきょう

だいに及ぼす影響としては、⺟親が病気をもつ⼦どもの⼊

院に付き添っている場合と付き添っていない場合では影

響の度合いが⼤きく異なる。⺟親が病気をもつ⼦どもに付

き添うために家を留守にすることが、成⻑・発達の過程に

あるきょうだいを不安定にしたり、問題⾏動を起こさせた

りすることは少なくない。とりわけ、⼊院期間が⻑くなっ

たり、きょうだいの⽣活場所が変化したりした場合は、き

ょうだいへのマイナス⾯の影響を及ぼすことが多い。 

マイナス⾯の影響の内容は、抗議、あきらめ、無関⼼な

ど⺟⼦分離不安の症状が多く⾒られ、同居家族以外の⼈が

世話をした場合に⾒られることが多く、同居の祖⺟が世話

をしている場合は少ない。また、きょうだいの年齢や養育

者によっても、その影響内容や程度は異なる。 

病気をもつ⼦どものきょうだいは⺟親に頑張っている

姿を⾒せているが、我慢の限界を表現したり、精神的に爆

発したりすることもある。つまり、留守番しているきょう

だいは、⺟親に対していい⼦でいる時期と、我慢の限界を

超えて困らせる時期がある。親は病気をもつ⼦どもに対し

て、⼀般的に過保護になりやすく、このような親の態度か

ら、きょうだいは病気をもつ⼦どもに⺟親を奪われた気持

ちになり、病気をもつ⼦どもに対して嫉妬したり、敵意を

抱いたりしやすい。時には成⻑した後になって、「⺟親は

弟にかまいっぱなしで、相⼿にしてくれなかった」や「20

歳になった妹が最近になって、”お兄ちゃんばかり”と⺟親

に反抗している」などの話を聞く。また、障害児をもつ親

の場合は、どうしても障害のある⼦どもの⽣活⾯にとらわ

れがちになるが、その⼀⽅できょうだいは感情を抑制し、

うまく感情表現できないことから欲求不満状態になるこ

とも指摘されている。きょうだいが素直に感情を表現でき

ない場合やもともとの性格により反応が乏しい場合は、周

囲の者には何も起こっていないように⾒えるが、どんな状

況の時も、それぞれのきょうだいの”お⺟さんこっち向い

て”という思いは変わらないことを認識しておく必要があ

る。 

 

２）病気をもつ⼦どものきょうだいへの⽀援 

病気をもつ⼦どもが⼊院している場合、親は⼊院してい

る⼦どもに関⼼が集中しやすく、きょうだいの変化に気づ

きにくい傾向がある。看護師や保育⼠はこのことを理解し

た上で、まず病気をもつ⼦どものきょうだいに関する⺟親

の思いを知ることを通してきょうだいの情報を得ること

が必要である。⺟親が病気をもつ⼦どものみに集中するこ

とがないよう、⺟親に対してきょうだいが寂しさを感じて

いることを説明し、⺟親がきょうだいに意識的に関われる

ように⽀援していく。きょうだいの情報からマイナス⾯の

影響の徴候が⾒られている場合は、きょうだいが精神的反

応を起こし、それによって⺟親が不安定になったりしない

ように、その関係を調整する。適宜、⺟親に家に帰ること

を勧めたり、きょうだいに⾯会に来るように勧めたりする。

病気をもつ⼦どもに付き添っている⺟親ときょうだいが

関わる時間を持つために、看護師や保育⼠が病気をもつ⼦

どもと⼀緒に過ごしたり、きょうだいの頑張りをねぎらう
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⾔葉かけをしたりするなどの配慮が必要である。また、き

ょうだいにとっての⼤切な⾏事である誕⽣⽇や⼊学式、運

動会、授業参観などの学校⾏事に親がきょうだいのそばに

いられるようにすることは⼤きな意味を持つ。このことに

より、きょうだいが親に愛されている⼤切な存在であるこ

とを認識し、我慢していることも家族の⼀員として協⼒し

ているという認識に変わる。さらに、⼦どもにとって親か

ら褒められることは嬉しいことであり、きょうだいに「よ

く頑張ったね」「病気をもつ⼦どものことを考えてくれて

ありがとう」などのねぎらいの⾔葉をかけるように親に促

すことは、きょうだいが逆境を乗り越える助けとなること

がある。 

⼀⽅、病気をもつ⼦どもの⼊院によるきょうだいと親と

の関係への悪影響を最⼩限にするための⽀援だけでなく、

病気をもつ⼦どもときょうだいとの関係への悪影響を最

⼩限にするための⽀援も⼤切である。病気をもつ⼦どもの

⾯会に⾏けず、何もしてあげられないという罪悪感を抱い

ているきょうだいもいる。可能な限り⼊院している⼦ども

への⾯会を許可し、⾯会ができない場合はインターネット

を使ってコミュニケーションができるようにしたり、きょ

うだいが病気をもつ⼦どもに書いた⼿紙や作った物を⺟

親から渡してもらったりして、病気をもつ⼦どもとの関わ

りが持てるようにするとよい。それにより、きょうだい⾃

⾝が⺟親や病気をもつ⼦どもへの理解、病気そのものへの

理解を深めることにつながる。 

また、親から病状や様⼦について説明を受けていたきょ

うだいは病気をもつ⼦どもの⼊院について⾃分なりに理

解していた⼀⽅、親からの説明がなかったきょうだいは、

不安を感じていた。病気をもつ⼦どもの状況について情報

提供を⾏うことはきょうだいの不安を軽減させ、⾃分の置

かれている状況の理解を促す。しかし、親がきょうだいに

どのように説明したらよいか分からずにいる場合や⼦ど

もの病気について医療者からきょうだいに説明してほし

いと望む場合もある。そのため、きょうだいへの説明の必

要性を親に説明すると共に、説明に対する親の意向を確認

し、医療者からの説明を希望する場合は、医療者がきょう

だいに説明する。また、親が⾃分で説明を⾏う場合は、き

ょうだいの発達段階に合わせて、どのように説明すればよ

いかについて医療者と親で話し合い、親が説明できるよう

にすることが⼤切である。 
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⼦どもの感情表出の理解と⽀援 
実施セミナー：福岡セミナー2012 年度第 2 回、札幌セミナー2012 年度第 2 回 

 

１．研修の趣旨 

⼊院中の⼦どもと家族は、様々な感情を体験せざるをえない。とくに不安、恐怖、怒りなどの負の感情が継続すること

は、⼊院環境への適応に困難をもたらし、治療だけでなく退院後の社会⽣活にも負の影響を与える可能性が知られている。

しかも、感情はその性質上、他者と影響し合うものであり、病室、プレイルーム、処置室、その他の場⾯で関わるすべて

の⼈たちを巻き込むことがある。⼦どもと家族の感情表出をどのように理解し、対応するかは、⽀援を⾏う上でも、チー

ムワークを維持するためにも、重要な検討課題といえる。 

とくに、医療現場での経験が浅いスタッフは、⼦どもと家族の強い感情表出に接して⼾惑ったり、抑制された感情に気

づかず⾒過ごしてしまうことが少なくない。経験を重ねてくると、苦⼿に思う感情や対象（年齢や性別など）があること、

さらに、避けようとしてしまう場⾯があることなどに気づきはじめる。こうした思いを⽇々の業務の中でも率直に話し合

えるようなスタッフ同⼠の関係があることが望ましいが、個々の事象を誰にでも話せるというものではない。現場から離

れて冷静に考え直す機会は必須であり、形式としては、個別のスーパービジョン、現場から少し距離を置ける地域単位の

研修などが活⽤できる。本ワークショップは、後者の位置づけをもって企画され、運⽤されるものである。 

 

２．ねらいと位置づけ 

本ワークショップは、⼦どもの感情表出を何らかのサインと考え、①そのサインに気付くことができること、②⼦ども

のサインの意味を理解できること、そして、③⽀援を考えることができることをフォーカスとした（表２）。とくに、グル

ープワークでは、⼦どもの感情表出の事例を、場⾯の関係構造と流れを考慮して、みたてることに⼒点を置いて、内容を

構成した。 

なお、経験年数上の位置づけを「ファーストステップセミナー及びステップアップセミナー」とした（表２）。経験年数

の浅いスタッフと経験豊富なスタッフが抱えている研修上の課題は異なるとしても、意⾒を述べ合うことが研修効果を上

げると考えた。また、相互作⽤の効果を⾼めるために、職種を超えての意⾒交換も重視したい。看護師、保育⼠、教師で、

⼦どもの⾔動は異なり、専⾨職としての悩みどころも異なるであろう。多職種による共同作業を体験することで、⼦ども

と家族への理解を深め、協⼒関係を築くコツなども把握できると考える。 

以上を踏まえ、グループ構成は、多様な経験年数、多様な職種で構成するように配慮した。 

 

表２ 本ワークショップのねらいと位置づけ 

テーマ ⼦どもの感情表出の理解と⽀援 

フォーカス ① ⼦どものサインに気付くことができる 

② ⼦どものサインの意味を理解できる（みたて） 

③ ⽀援を考えることができる 

経験年数別ステップ＊ ファーストステップセミナー および ステップアップセミナー 

構成内容上の位置＊＊ A)基礎的知識とスキルの形成に関する研修④対象の理解 

B)個別⽀援計画と実施②保育と遊び活動のためのみたて・計画・実施 

④ケースカンファレンスによる計画の調整 

＊『多職種合同ワークショップ実施ガイドライン』3-4 ページ参照 

＊＊同上書 ４-５ページ参照 
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なお、『多職種合同ワークショップ実施ガイドライン』に⽰した研修内容における位置づけは、第⼀に「Ａ）基本的知識

とスキルの形成に関する研修④対象の理解」の中に位置づけられる。また、内容的には、経験者にとっては「Ｂ）個別⽀

援計画と実施②保育と遊び活動のためのみたて・計画・実施、④ケースカンファレンスによる計画の調整」にも位置づけ

ることができる。 

 

３．内容構成、グループ編成とタイムテーブル 

１）内容の構成 

基本的な内容は、「テーマとフォーカスの説明」「講義（あるいはパネルディスカッション）」「グループワークとシェア

リング」「まとめ」で構成する。 

①「テーマとフォーカスの説明」 

「テーマとフォーカスの説明」は 20 分程度で、なぜ、⼦どもと家族の感情表出を取り上げたか、感情とその表出をど

のように理解するかなど、本ワークショップの枠組みを提⽰する。具体的には、a.「なぜ、⼦どもと家族の感情表出に注

⽬するのか」、b.「感情の種類と機能（はたらき）」、c.「情動調整とその発達」、d.「感情表出の様式」、e.「みたての視点」、 

f.「相互作⽤による情動調整とチームワーク」で構成したパワーポイント資料を作成した。 

b.「感情の種類と機能（はたらき）」と c.「情動調整とその発達」では、須⽥・別府（2002）を参考にして、発達段階

を踏まえた⽀援の基本視点を提⽰した。d.「感情表出の様式」では、観察すべきものとして⾝体全体の反応、⾏動、こと

ばの３つがあること、感情は、それがストレートに⽰されている場合だけでなく、抑制されている場合、逆の感情が⽰さ

れている場合があることを提⽰した。e.「みたての視点」は、須⽥・別府（2002）を参考に、状況、個体の反応、周囲の

反応の３項の相互作⽤を分析する枠組みを提⽰した（図 1）。最後に f.「相互作⽤による情動調整とチームワーク」にて、

チームワークの重要性を説明した。 

説明は 15 分程度におさめ、個⼈記録⽤紙への⽬標記⼊の時間を確保する。 

       図 1 みたての枠組み 

②「グループワークとシェアリング」 

本ワークショップの主柱は「グループワークとシェアリング」である。参加者に事前課題を提⽰し、模擬事例の提出を

得た。各グループは、模擬事例の中から⼀例を選んで、みたての作業を進め、カードに書き出していく。書き出したカー

ドを整理・分類し、対応する⽀援策あるいは対応策（情報収集、打ち合わせなど）を検討する。実際のワークショップの

発表資料をもとに、⼀般的なものとして整理し直した発表資料例を図 2 に⽰したので、参考にされたい。ワークを進める

にあたり、多⾓的なみたてを実践するため、考えられる様々な可能性をあげたうえで、整理していくことを重視する。ま

た、⽀援策、対応策は、職種を超えた共通認識の形成と各職種の役割分担を意識して作成する。ファシリテーターはその

点を意識しておく必要がある。発表資料は模造紙に整理、グループを超えてシェアし、意⾒交換によって多⾓的に検討す

る。グループワークとシェアリングには、3 時間程度を要するので、時間に余裕が持てるよう設計したい。 
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③「講義（あるいはパネルディスカッション）」 

「講義（あるいはパネルディスカッション）」は、現場で働くスタッフに依頼し、⽇々の実践の中で、⼦どもと家族の感

情表出にどのように向き合っているか、率直に語っていただくようにする。そのことで、参加者が課題をより⾝近に捉え、

実践上の視点を整理する機会を提供する。 

なお、次に挙げるようにグループワークの準備として前段に配置した場合と、まとめとして後段に配置した場合がある。 

a.流れ１（福岡セミナー2012#2） 

#１. グループワークによる模擬事例の検討とシェアリング 

#２. 保育⼠、看護師、教師によるパネルディスカッション 

服部恭⼦（福岡市⽴こども病院・感染症センター 保育⼠） 

⻫藤淑⼦（東京都⽴墨東特別⽀援学校 教師） 

藤⽥めぐみ（福岡⼤学病院 ⼩児救急看護認定看護師） 

#３. まとめ 

b.流れ２（札幌セミナー2012#2） 

#１. 保育⼠の講義 

服部恭⼦（福岡市⽴こども病院・感染症センター 保育⼠） 

#２. グループワークによる模擬事例の検討とシェアリング 

#３. まとめ 

 

前者の流れでは、パネルディスカッションが、前段のグループワークを受けて、さらに理解を深める役割を担う。 

複数の職種から、各々の役割、感情表出への⽀援の考え⽅、具体的な実践の紹介と課題の提案を得て、質疑を⾏った。 

その過程で、参加者はグループワークでの学びを整理できるのではないかと考えた。 

後者の流れでは、講義はグループワークの準備として位置付く。フォーカスの解説のあとに、保育⼠から感情表出の⽀

援の考え⽅と具体的な実践事例を説明していただくことで、参加者の準備性を⾼めるようにした。 

 

２）グループ編成 

グループは経験年数、職種、職場がばらつくようにする。ワークの効率と所要時間、シェアリングに要する時間を考慮

すると、1 グループ 6〜8 名で、4 グループ程度が望ましい。つまり、理想的な参加⼈数は 24〜32 名程度である。 

 

４．事前課題の提出 

私たちのワークショップでは、効率よく実施するために参加者に事前課題を提⽰することがある。今回は、対応に悩ん

だ⼦どもの感情表出をもとにした模擬事例を作成し、あらかじめ提出していただくようにした（表４参照）。 

 

表４ 模擬事例の提出依頼 

参加者の皆様から「対応に悩んだ⼦どもの感情表出」について、簡単なレポートをご提出いただきたくお願い申し

上げます。研修⽬的ですので、プライバシーに配慮して下さい。いくつかの事例をあわせて、１つの模擬事例として

作成していただくとよいと思います。 

＜模擬事例の書き⽅＞ 

・年齢、性別、場⾯、場⾯で⽣じた感情表出、感情表出への周囲の反応をまとめます。 

・⽂字数は、100 字程度で結構です。 
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５．グループワークの進⾏⼿順 

グループワークの基本的な進⾏⼿順は表５の通りである。これは、ファシリテーターに⼿渡されるグループワーク進⾏

カードに記されたものを参考に作成した。状況に応じて⼿順は変更することがあるため、柔軟性を強調しておきたい。 

 

表５ グループワークの進⾏⼿順の例 

1. 選択した模擬事例をタックシール（⻘⾊）に書きます。 

書くこと：対象（年齢・性別・病状）と状況・反応（サイン）・周りの反応等 

☆模造紙の左に貼り付ける 

2. 本⼈の気持ちと要因（背景、素因、誘因、拡⼤要因など）をいろいろ考え、タックシール（⻩⾊）に書き出します。

可能性のあることは排除しないようにします。 

書くこと：予測される⼦どもの気持ちと要因 

3. ⻩⾊のタックシールを模造紙の中央部分に貼りながら、分類し、分類ごとに名前を付けます。 

名前を付けてから、貼り付ける場所を確定し、マジックで囲んでください。 

書くこと：分類名と囲み 

4. 以上のみたてをもとに⽀援策あるいは対応策（情報収集、打ち合わせなど）を考え、模造紙に書き込みましょう。 

☆模造紙右側に、分類に対応させて直接書き込む 

5. 発表者を決めて、発表できるように準備します。 

 

６．まとめ 

まとめは、ワークの様⼦とシェアリングの結果を受けて、フォーカスに基づいて⾏う。あらかじめ作成したまとめのた

めのフレームワークを利⽤する場合は、実際の流れに合わせて内容を取捨選択する。 

⼤切なことは、参加者が、ここまでの共同作業を通して、⼦どもの感情表出に対する⽀援のあり⽅について、さまざま

な⾓度から⾒直すことができ、⽇頃⾒落としていたことがらに気付いたり、新たな視点を得ることができることである。

リーダーには、グループワーク全体の観察や質疑を通して、これら参加者の学びを発⾒すること、参加者が気づいていな

い視点に⽬を向けることが求められよう。さらに、参加者およびグループのそれぞれの独創性を評価したり、多職種で作

業を進めることの優位性を指摘することも⼤切にしたい。 

作成された模造紙の発表資料は、参加者が⾒直せるようにしたい。デジタルカメラでの撮影を許可することもできるが、

記述によっては、企画者が整理しなおして、ファイルとして配付するといった配慮が必要である。 

 

７．運営上の留意点 

 そのほかの運営上の留意点を整理しておく。 

 ＜グループワーク全般＞ 

① グループワークは問題解決技法を⽤いる。時間がかかるので余裕のある時間配分が必要である。 

② 憶測を排して、さまざまな意⾒が出せることがワークの基本である。⼀定の経験を積んだものであれば、 

それは可能である。なかなか意⾒を出せない参加者に対しては、ファシリテーターによる促しを⾏う。 

③ 意⾒をカード化する際に、その意⾒が落とされないように注意する必要がある。記録者がどのようにまとめてよ

いか考えているうちに、次の意⾒が出てきて、記録されないままにならないよう留意する。 

また、似ていても必ずしも同じとは限らないことがあるので、そのことにも注意すべきである。 
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＜みたて・計画＞ 

④ みたては、事実に基づき⾏う必要があるが、それは、分らないことを明確にする作業を含んでいる。 

模擬事例のグループワークでは、分らないことを明確にしながら、その部分に仮定をおいて議論を進める、分ら

ないことを分るようにするための対応策を⽴てるといった⽅策が考えられる。 

今回の研修は、考えられる可能性をすべてあげるように進めることから、後者の⽅策を採⽤する。 

⑤ みたての意⾒を分類・整理し、名前を付ける作業は簡単ではない。⽀援策、対応策を検討した後で、みたてを⾒

直すことで、ブラッシュアップを図ることができる。みたてと⽀援策等の検討は、繰り返すことが望ましい。 

⑥ ⼦ども⾃⾝が⾏う情動調整として、少なくとも、情報を得る、安全を求める、そのほかの⾃らの⾏動などを捉え

ることができる（図３）。 

 

     
      図３ ネガティブな感情の⼦ども⾃⾝による調整を捉える視点 

 

⑦ ⼦どもの情動調整を⽀援するには、みたて、計画と実施の前に、枠組作りがあることを押さえておきたい（図４）。

とくに、⼦どもにとっての安⼼の提供、⺟親への安⼼の提供、チームワークという点は、必ず押さえておきたい

ところである。 

      
     図４ 情動調整の⽀援の枠組み 

 

⑧ 総合的なアセスメントの視点を学ぶには下⼭（2008）が参考になるので、あわせて学習されたい。 
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＜まとめ＞ 

⑨ 本ワークショップのまとめは、なかなか難しい。多⾓的に検討されてきた多量の情報があるためである。 

フォーカスに沿ってまとめをおこなうことが基本であるが、参加者の傾向などにも留意しておきたい。 

たとえば、⼦どもの反応傾向を「性格」という概念で括ってしまうことがあるが、適切とは⾔えない場合も少な

くない。反応傾向は⾏動レベルで表現することで、対応策の検討につながることが多いことを指摘するとよい。 

⑩ チームワークの形成という視点は重要である。私たちは、下記の点をまとめで指摘している。 

・総合的な⾒たてを⾏う 

・統⼀的なかかわりをする 

・チームで共有する情報の範囲、共有する際の配慮点を明確にする 

・⽣活場⾯での⽀援と⽣活場⾯を離れて⾏う⼼理療法の、それぞれの役割を認識し、協働の進め⽅を明確にする 

＜その他＞ 

⑪ 今回は、参加者に模擬事例を持ち寄っていただく形のものを取り上げた。 

すべてのグループが、共通の模擬事例を⽤いてみたてと計画⽴案作業を⾏い、各グループを１個⼈と考えて、ケ

ースカンファレンスを⾏うという形式も考えられる。この場合、グループは同⼀職腫で構成して実施することも

可能である。 
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須⽥・別府（編）『情動発達とその⽀援』ミネルヴァ書房、2002 

⾕川弘治『多職種合同ワークショップ実施ガイドライン２．０』2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ワークショップの実績 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

構成要素 構成要素（⼩項⽬） 場所・年度・回 テーマ フォーカス

①医療保育の意義と⽅法

東京・2012・#1

福岡・2013・＃1

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

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

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

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

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

④対象の理解と⽀援
福岡・2012・#2
札幌・2012・#2

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

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

⑤疾病と治療の理解

⑥職場の理解

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

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

福岡・2011・#4
医療保育学会九州ブロック
研修会

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

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

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

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

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

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

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

札幌・2011・#1
⼤阪・2011・#1

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

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

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

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

未実施

各回におりまぜて実施している

各回におりまぜて実施している

⑩応⽤

A）基本的知識とスキルの
  形成に関する

  研修プログラム

③トータルケアとチーム医療

⑧コミュニケーションスキル

⑨セーフティマネジメント

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



 

 

 

  

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

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

東京・2011・#1 チームで学ぶ個別⽀援計画①

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

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

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

①⼦どもにあわせた⽀援計画を作ることができる
②多職種で協⼒し合う

札幌・2012・#1 短期⼊院の⼦どものための保育⽀援シートを使ってみよう

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

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

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

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

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

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

札幌・2011・#1（再掲）
⼤阪・2011・#1（再掲）

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

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

福岡・2012・#3
⼤阪・2012・#1

医療・療育の継続に難しさを感じる親への⽀援
―解決志向の考えを実践する―

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

②きょうだいの理解と⽀援

D)エンドオブライフケア

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

福岡・2010・#4
医療保育学会
九州ブロック研修会

⼦どものターミナルケアと保育⼠への期待 ―

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

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

改善活動 ①管理運営のうち、業務改善の考え⽅と進め⽅を学ぶ

F)コンサルテーションと
  スーパービジョン

コンサルテーションと
スーパービジョン

③コンサルテーションやスーパービジョンの基本を学ぶ

福岡・2013・＃２

E)管理・運営

未実施

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

C)家族⽀援
①親の理解と⽀援

B)個別⽀援計画と
  実施

よりよく 楽しく 業務改善
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