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Ⅰ 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 

⾕川弘治・⽂屋典⼦・豊永絵⾥ 

 

１．⽀援過程を⽀える対話への注⽬ 

 ⽀援は，⽀援対象者と⽀援者の対話によって成⽴します。ここでいう対話は，⾔語を⽤いたやりとりだけで

なく，⾮⾔語的で意識していないサインなどを含む幅広い帯域でのやりとりであり，⽀援者の意図をもった主

体的なかかわりを起点として始まるものです。⽀援者は対話を通じて情報を蓄積，対象者理解を深め，⽀援者

としての意図（ねらい）に基づくかかわり（⾏為）を⾏いながら，⼦どもや家族の意図と⾏為に基づいて意図

とかかわりを調整しています。⽀援の流れは対話の流れを基盤として構成されるもので，ジョイニングと情報

収集によって⽀援の⽅向性を⾒定めていくことから始まります。⽅向性が定まった後も，治療⽅針や体調の変

化など状況変化に応じて再度，⽅向性を探っていくことがあります。その過程では少なからず⼾惑いや迷いも

⽣ずるでしょう。fig.1 はこのような⽀援過程を図式化したものです。 

 対話は⼦どもや家族との間だけでなく，他の⽀援者との間においても必要な過程です。ともに働くパートナ

ーとして，協⼒関係を築くためにパートナーのおかれた状況を察知して，何を，いつ，どう伝えるか，あるい

は聞き取るかについて⼾惑ったり，微調整したりしているのではないでしょうか。 

 この研修プログラム集は⽀援者と⽀援対象者との間で成⽴する対話，さらに⽀援者同⼠の対話を的確に進め

る実践上の視点を整理し，研修をどう構成するのかを提案したいと思います。 

 

 

       ・・・・・・・・・初期の展開過程・・・・・・・・・・・・・より計画的な展開過程・・・・・・・ 

 ⽀援の流れ：ジョイニング 1)と情報収集（⼦ども・家族の状況把握）⇒（⽅向性をさぐる⽀援の展開）⇔ ⼀定の⽅向性での⽀援の展開  

 
 

 対話の流れ： 情報蓄積とアセスメント  ⇒  ⽀援者の意図とかかわり  ⇔  ⼦ども・家族の意図と⾏為  ⇒  情報・アセスメント・意図・かかわりの評価と調整   

fig.1 「対話モデル」による保育・教育の過程 

 

 

 

 

 
1)ジョイニングとは初めての出会いや再度の⼊院によるしばらくぶりの出会いの場合での，⼦どもと家族との波⻑あわせの作業のこと 
 を⾔う。  
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table 1 使⽤されている語句の分類（保育⼠と教師の統合版） 

  
＊集積された語句から⼩分類を構成し，それを基礎に中分類，⼤分類を構成した。そのため上位分類と下位分類が１対１という場合がある。 
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２．医療現場における保育⼠，教師による対話の構成 

 医療の場におけるコミュニケーションは患者さんやご家族の状況への暖かい眼差しと冷静な判断に裏打ち

された慎重さが求められます。コミュニケーションスキルの獲得と実⾏については専⾨職としての⾃覚的な学

びと振り返りが求められますが，組織的で計画的な研修・訓練が⽋かせません。わたしたちは，これまで７年

余り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」を実施してきましたが，その中で医

療現場における対話過程を反映する⽀援者の⾔語表現に注⽬するようになりました。そして 2013 年度から保

育⼠並びに教師の医療現場での語句の使⽤状況についての調査を開始しました。 

 医療現場において⼦どもと家族，医療スタッフとの対話は⾔語コミュニケーションだけで成⽴しているので

はないことは指摘したとおりです。また，⾔葉遣いさえ適切であれば適切な対話が成⽴すると考えるのも間違

いです。しかし，そうであるからこそ⽀援者は⾔葉遣いに慎重にならざるを得ないし，その慎重さには⽀援者

として対話の場に「ある」ことで感じ取られた⽀援対象者と⽀援者との関係性に対する思考，感情，意図，判

断などが⾊濃く反映していると思われます。⾔葉遣いの慎重さの中にある実践知にアプローチしていくという

試みとして，⼤きく次の 2 つの柱での個別⾯接及びフォーカスグループインタビューを実施しました。 

① 病状が重い時期，回復期あるいは病状が安定した時期の 2 つの場⾯について，それぞれの⽀援のねらい，かかわ

り⽅，⼦どもにみられる代表的な反応などについてお話しください 

② 現在の職場に勤め始めてから使⽤しづらくなった⾔葉，使⽤しなくなった⾔葉，他職種に伝わりにくい⾔葉，使⽤

が増えた⾔葉についてお話しください 

 

ア）⽀援と対話についての語りに反映している⽀援者の視点 

 わたしたちは，保育⼠と教師の語りから保育⼠で 831 語，教師で 495 語を抽出し，その分類を試みました。

その結果，9 つの⼤分類，19 の中分類，36 の⼩分類を得ましたが(table 1)，⼤分類でみると「実践の⽅向付

け」（コード B-1〜B-6），「実践⾏為の構成要素」（コード E-1〜E-10），「対象，他職種の状態」（Ｇ-1〜Ｇ-9）

に含まれる語句が約 9 割を占めていました。この 3 つの⼤分類は⽇々の実践における各種の対話の基本構造を

構成するものですので，⽀援対象者との対話に際して，あるいは他の⽀援者にそれを伝達するに際して，多様

な語句が⽤いられていることが⽰唆されます。 

 fig.2 は，朝の看護師からの申し送りでがん治療を受けている⼦どもの体調が悪いことを把握したときに教

師としてどうかかわるかについて，教師の語りを再構成したものです。⽀援者の意図（実践の⽅向性，ねらい），

⽀援者の⾏為（⽀援者の個々のかかわり），⼦どもと⽀援者との相互作⽤，⽀援者の⾏為（⽀援者の個々のか

かわり）が連続していく過程が⽰されています。ここで重要と思われるのは，体調が悪いときは授業ありきで

はなく，⼦どもが⾃分のからだの状況を⾃分なりに捉え，今⽇をどのように過ごすことができるかをみつけて
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いくことにつながるようにかかわるという，教師の意図です。 

 教師たちは，このようなかかわりをするとき，その実践⾏為に「ねらい」はないと考えていました。教師に

とっての「ねらい」は，「学習のめあて」のように⼦どもと共有するものがイメージされているのではないか

と考えます。同じ状況で保育⼠や看護師は，⼦どもと共有しないもの，たとえば，まずは様⼦をみて何ができ

るかを探るということも⽀援の「ねらい」と捉えることが多いように思われます。このように職種によって含

意がずれていることがある語句の例を table 2 に⽰しました。⽀援者間の対話を構成する上で，また他職種が

⽬を通す記録を作成する上で，このようなずれは意識しておきたいものです。 

 

 
fig.2 教師たちの語りの再構成の例（体調が悪いときのかかわり） 

＊B-4,E-4,G-3 などは table1 に⽰したコード 
 

table 2 職種によって含意にずれがあると思われる語句の例 
（⼦どもが）「⾒通しをもつ」 

・	 ⼦どもが⼀⽇の流れを把握する（保育⼠で多い） 
・	 ⼦どもが学習のめあてをもつ（教師で多い） 
・	 ⼦どもが今後の治療や退院までの予定を把握している（保育⼠，教師ともに⽤いることがある） 

（⽀援者の）「ねらい」 
・	 ⼦どもと共有するめあて（教師） 
・	 ⼦どもと共有しない⽀援者としての意図を含む（さまざまな職種） 

例）⼦どもの体調が悪いという情報があるので，「ねらいをもたずに，まずは様⼦をみに⾏く」 
（⽀援者による）「環境（の）整備」 

・	 安全で衛⽣的な環境の整備（看護師） 
・	 ⼦どもが安⼼でき，楽しめるような壁⾯装飾など（保育⼠） 
・	 遊びたくなるような保育の環境構成（保育⼠） 
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 つぎに，⽀援者が傍にいるときの⼦どもの反応を⽰す「そばにいてもいいよという雰囲気」，「ぐりぐりとか

やっている」，「むくーっと起き上がってきてくれたり」という表現に注⽬しておきたいと思います。これは，

⼦どもが⽀援者に向けて⽰しているサインとして⽀援者が受けとめたもので，⼦どもと⽀援者の相互作⽤を表

す語句と考えられます。そして，これは，これ以外には表現の仕様のないものでもあります。「傍にいてもい

いよという雰囲気」は「いてほしい」とも「どちらでもよい」とも違うでしょう。⼊院しており，痛みや副作

⽤などがあって，さまざまな⾟い思いやがまんを重ねている⼦どもとともにあって，明確な意思の表明はない

がそのまま過ごしているとき，⼦どもが表明している意思と本当の思いがずれているように思えて⼼配なとき，

そっと寄り添い⾒守っているときなどを思い浮かべてみましょう。このとき，⽀援者として⼦どもと思いを共

有しているとは⾔えないかもしれませんが，そうでないとも⾔えない。本当の思いを伝えたいのかもしれない

し，そうでないのかもしれない。いろいろな場合が思い描かれます。これらは，内⼭のいう主観性の同居（ア

コモデーション）という状況と⾔えるように思います（内⼭研⼀「現場の学としてのアクションリサーチ」⽩桃書房 2007 

p174）。そのような状況から，思いを共有できた，共鳴しあえるようになったなど，あらたな局⾯に展開してい

くようになってきたとき，あらためて振り返って，どちらともいえないときの意味がようやく⾒えてくる場合

もあるでしょう。 

 いずれにしても，このような状況は定量化できないため質的な表現とならざるを得ません。とくに⾃然科

学を基盤とする学問領域の専⾨職との対話においては，この状況説明は「あいまいだ」，「⽂学的だ」など

と評されることが少なくありません。そのため，⼿短な表現に置き換えることも⾏われるようですが，「そ

うとしか⾔いようがない」ということへの理解を促すことも必要と思われます。対話スキルとしては，具体

的かつ簡潔に場⾯を要約できる，このように表現するしかない場合にそのことを断って説明することができ

る，とまとめることができます。また，連携・協働のパートナーがおかれた状況に⽬を向け，⽿を傾けるこ

とも重要です。公益財団法⼈⽇本学校保健会の「学校⽣活管理指導表」は，学校⽣活を念頭に置いて，可能

な運動量などを具体的にイメージできるように構成されていますが，相⼿（この場合，学校）の状況に⽬を

向けさせてくれるツールであると考えるべきです。(http://www.hokenkai.or.jp/kanri/kanri_kanri.html)。 

 

 ところで，下⼭は⽣物-⼼理-社会モデルに基づいて多様な職種が協働し，問題に対処するためには「⾏動」

をテーマとして共有することが重要であると指摘しています（下⼭晴彦『臨床⼼理アセスメント⼊⾨ 臨床⼼理学は，どの

ように問題を把握するのか』⾦剛出版 2008 p.27）。⾏動という観察可能な情報の共有を基本におくことで，からだの状

態，こころの状態，対⼈関係や⽣活の状況を，職種を越えて検討し，共通理解を形成する⼟台ができあがり

ます。基盤とする学問領域が異なる専⾨職同⼠の共通⾔語をどう構築していくかについての問題提起として

注⽬しておきたいと思います。 
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 fig.3 に保育⼠たちから聞き取った⼦どもの状態を表す語句から，からだの状態を表すもの，あそびの様⼦

を表すもの，感情の状態を表すものを例⽰しました。からだの状態を⽰す際にも「痛くてなにもできない」

のように観察可能なもので表現されていることが分かります。ここでの「まどろむ」は苦痛のため眠れない

状況が改善して，まどろむことができるまでに緩和されたということを表しています。遊びに対する⼦ども

の関与の度合いも，⾏動や表情などを捉えて表しています。感情の状態も，「あえて笑わない」「わがままが

⾔える」など⾏動や表情を捉えて表現されています。これらは，教師と保育⼠が⼦どもの状態を表す際に⾏

動という観察可能な情報の共有を基本においていることを⽰しています。さらに，その表現が多彩であるこ

とにも注⽬できます。可能な限り⼦どもや家族の，そのときどきの様⼦を的確に表現したいという専⾨職と

しての思いが込められていると思われます。 

 さらに，保育⼠や教師は医療の場で⽤いられる専⾨⽤語にも慣れていくことが求められます。たとえば，

「元気だ」という語を「活気あり」と⾔い換えるなど，看護師から学んで使⽤するようになっていくものが

あります。ただし，このようにして学んだ専⾨⽤語を⽀援対象者や地域の専⾨職との対話では，安易に⽤い

ない慎重さも忘れてはなりません。 

 
fig.3 ⼦どもの状態を表す保育⼠の語句の例 ⾕川(2014) 

 

 

イ）⼦どもへのことばかけにみる⽀援者の視点と⼾惑い 

 fig.4 は⼦どもの体調が悪いとき，その⼦どもに体調について尋ねるかどうかに関する教師たちの語りを整

理したものです。がん治療では治療に伴う副作⽤によって体調の悪いときが繰り返されます。体調の悪いとき

の反応は学習され，予期的反応が⽣ずることがあります。このような状況で教師の⽴場では「深刻にならない

ように聞く」，「探っていく」，「あえて聞かない」などのかかわりが選ばれていることが分かります。かかわり

⽅にもさまざまな選択肢が必要であることが⽰されています。 
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fig.4 教師たちの語りの再構成の例（体調が悪いとき，体調について⼦どもに尋ねるかどうかについて） 

＊B-3,E-4 などは table1 に⽰したコード 

 

 
fig.5 保育⼠の⾔葉かけの変化 ⾕川（2014） 

 

 

a)意識的に使⽤するようになった語句 

 保育⼠や教師は，⼀般の保育所や学校から医療現場に異動してくるなかで，⼦どもへのことばかけを変える

ようになることがあります。fig.5 は，保育⼠が病院に勤めるようになってから，保育所で保育を⾏っていた頃

よりも増えた語句の例です。 
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① 「○○しよう」 

 「⾛ってはだめ」など⾏為を⽌めさせる否定的な⾔葉かけよりも「歩こうね」と肯定的な⾔葉かけを

⼤切にすることです。⼊院⽣活では，してはいけないこと，できなくなったことなどが多いため，でき

ることに⽬を向けていこうという保育⼠の意図が含まれています。教師の場合も同様ですが，特別⽀

援学校でのキャリアが⻑い教師は，院内学級等で働くようになる以前から，このような⾔葉かけが⾝

についているようです。 

② 「どっちにする？」 

 遊び活動において複数の遊びを⽤意していくということは，医療保育において，かなり根付いてき

ているようです。好みや気分に合う，合わないということもありますが，⼦どもが⾃分で選ぶ機会を提

供することで，受け⾝になりがちな⼊院⽣活の中で主体的になれるようにという意図が込められてい

ます。 

③ 「待っているよ」と「がんばったね」 

 検査や処置など，⼦どもたちは苦⼿とすることに向かっていかなければならないときがあります。

そのような場⾯で「待っているよ」という⾔葉かけは⼦どもたちに勇気を与えるものです。 

そして，検査や処置を終えて病室やプレイルームに戻ってきたとき「がんばったね」と声かけられる

と，ほっとするのではないでしょうか。検査や処置に向かうときに「がんばろうね」と⾔葉をかけられ

るよりも，⼀回⼀回がんばってきたことを褒めて欲しいという⼦どもたちは，少なくないようです。 

④ 「ありがとう！ 助かった！」 

 意識的に⼦どもたちにお⼿伝いをしてもらうようにするなど役割を提供することは，⼊院⽣活を主

体的なものにしていくために必要なことです。⼦どもは「ありがとう」というべき状況がどうしても多

くなるなかで，「ありがとう」と⾔われる機会を提供したいという保育⼠の意図がみえてきます。 

 ワンダウンの位置に⾃分を置くことで主導権を⼦どもに渡したり，わざと間違えて指摘してもらう

ことで相⼿の緊張を解したりするなど，関係性の質を変えていくさまざまな技法につながる視点です。 

 

b)使⽤に⼾惑いを感じ，抑制されることが多い語句 

 table 3 は⼦どもや家族との対話において使⽤に⼾惑いを感じ，抑制されることが多い語句あるいはその語

句を含む遊びや教材の例を⽰したものです。「以上児」という語は保育所保育のなかで３歳以上とそれ未満の

⼦どもを区分するため⽤いられることがあるものですが，「異常児」と⾔われたように受け取られ，相⼿に屈

辱感ややりきれなさなどをもたらす可能性があります。がん治療中の⼦どもがいる場⾯で世間話ではあるが

「○○ががん
．．

だ（上⼿くいかない原因だ）」という慣⽤句を使ってしまいドキッとした，眼球摘出した⼦ども
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との歌遊びで「かたつむり」の歌を歌ってしまって悪いことをしたと思ったという語りがありました。また，

病気や死を過度に意識させることは避けたいという意図から，教材やカードゲームに病気や死にまつわるエピ

ソードや語句が含まれていることをどう扱うかについて思い悩むことがあります。⽇々⾟い治療に向かってい

かざるを得ない状況で⼦どもに「これ以上はできない」という思いがある場合，「がんばってね」や「がんば

ろうね」ということばかけが受けとめきれなくなることもあります。 

 このように，⼦どもと家族に負の感情をもたらし，対話を阻害する虞を感ずる語句に対して⽀援者としての

慎重な対応が⾏われています。その場合，⼦どもや家族が，それぞれの状況の中で何を求めているかについて，

チーム内で慎重に⾒極めていくことを⼤切にしたいと思います。病気や死の話題については，扱い⽅によって

は⽀援者がこの話題を避けているように⼦どもや家族に思われてしまい，本⼼をその⽀援者に語らなくなる可

能性もあるからです。負の感情をもちがちな⼦どもと家族の状況にどう寄り添い，病の語りにどう向き合って

いくのか，わたしたちは常に問われていると⾔えるでしょう。 

 ⼦どもへのことばかけには⽀援者としての⼦どもの状況理解，⼾惑いながらであっても⼦どもの思いを受け

とめ，⼦どもが⾃分らしく過ごせる状況を構成していこうとする⽀援者としての姿勢，これまでに築き上げて

きた⽀援スキルなどが反映しています。ことばかけに焦点づけることで，⽀援者としての姿勢やスキルはその

⽀援場⾯で妥当であったか，もっと他の選択肢はなかったかを⾒直していくこともできます。ただし，「以上

児」のように，ある業界（この場合，保育所保育の業界）でしか通⽤しない語句など医療の場でなくても使⽤

を控えた⽅が良いものは別にして，ことばかけのあり⽅について絶対はありません。この点を踏まえて，対話

を⾒直し，質を向上させる視点を得ていくことがわたしたちの課題といえるのではないでしょうか。 

 
 table 3 ⼦どもや保護者との対話において使⽤が抑制される語句，その語句を含む遊びや教材の例 

⽀援対象者の状況 具体例 
病気があり，治療している 
 

＊病気であることに対して不名誉や屈辱感をもたらす可能性がある 
 「以上児」（保育所保育での業界⽤語，３歳以上児） 
 「○○ががんだ」（○○という問題の原因） 
 「がーん」（思わぬことがおきたときの反応） 
＊病気を過度に意識させる可能性がある 
 病気が描かれた種々の教材 
＊「これ以上できない」という思いがある場合など，受けとめきれなくなる可能性がある 
 「がんばって」「がんばろう」 

病気と治療によってハンディキャップ
や整容的問題が⽣じている 
 

＊ハンディキャップや整容的問題に対して不名誉や屈辱感をもたらす可能性がある 
 眼球摘出した⼦どもとの歌遊びでの「かたつむり」の歌 
 カードゲームにおける「ハゲ」「スキンヘッド」 

死を意識することが少なくない状況あ
るいは環境にある 

＊死を過度に意識させる可能性がある 
 カードゲームにおける「葬式」 
 詩の学習 「死」と同じ⾳ 
 死が描かれた教材類 
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ウ）注意すべき，その他の語句や表現 

 ⽀援と対話の過程を表現する語句として，そのほかに注意すべき語句を⽰します。 

① ねらい（意図）やかかわり（⾏為）を表すには抽象的で，多様な捉えが⽣じがちな語句 

・	 （⼦どもや親が）「病気と向き合う」，「病気を受けとめる」 

・	 （⼦どもの）「ありのままの姿」，「ありのままの⾃分」 

 これらの語句は多義的です。「ありのままの姿」には，「気をはっていない」，「無理をしていない」，

「遊びたい欲求が現れている」など，その⼦どものプラス⾯に⼒点を置いたイメージだけでなく，「さ

まざまな医療機器が付けられ苦しんでいる」などマイナス⾯のイメージを伴う場合もあります。個々

の⼦ども（親）と場⾯に即して，どういう状態をイメージしているのかを具体的に⽰す必要がありま

す。 

② 事実なのか⽀援者としての評価なのか，あいまいになりがちな表現 

・	 ⼦どもの⾏動パターンを「性格」と表現する 

 事例検討の中で「⼈⾒知りが強い」という状況を「⼦どもの性格」として表現する⽅がおられます。

この場合，発達過程で少なからず現れる⼈⾒知り，対⼈スキルの未獲得などではないことを検討した

上で使⽤しているかどうかが⼤切になります。「⼈⾒知りが強い」という状況は事実といえますが，そ

れが「性格」であるとするのは⽀援者側の評価であるということを意識している必要があります。保

育や教育の経過記録に SOAP を⽤いるのは難しい⾯がありますが，事実であるＳ，O と評価である A

を区別して表現する訓練は必要ではないでしょうか。 

③ ステレオタイプな表現 

・「18 歳の○○君にインフォームドコンセントを⾏った」と表現する 

・「○○君にプレパレーションを⾏った」と表現する 

 医療の場で使われることが多くなった語として「インフォームドコンセント」があります。上の表現

例はインフォームドコンセントの主語が⽀援者になっていますが，本来の主語は患者本⼈（16 歳未満

の患者場合は代諾者）です。上の表現は慣⽤句として⽤いられていますから間違っているとも⾔えま

せんが，本来はどうかも知っておきましょう。同様にプレパレーションの主語を⽀援者においた上記

の表現は，つぎのどちらを表しているか，意識しておきたいものです。 

ⅰ. prepared him for the surgery. 彼に⼿術へのこころの準備をさせた 

ⅱ. helped him to prepare himself for the surgery. 彼が⼿術へのこころの準備をすることを⼿伝った 

 ステレオタイプな表現を当たり前と思って使っていると，⽀援対象者に⾟い思いをさせてしまうこ

ともあります。まれに出会う「親は⼦どもの治療を受け⼊れて当然」という⾔質は，その典型です。 
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３．まとめ 

       ・・・・・・・・・初期の展開過程・・・・・・・・・・・・・より計画的な展開過程・・・・・・・ 

 ⽀援の流れ：ジョイニング 1)と情報収集（⼦ども・家族の状況把握）⇒（⽅向性をさぐる⽀援の展開）⇔ ⼀定の⽅向性での⽀援の展開  

 
 

 対話の流れ： 情報蓄積とアセスメント  ⇒  ⽀援者の意図とかかわり  ⇔  ⼦ども・家族の意図と⾏為  ⇒  情報・アセスメント・意図・かかわりの評価と調整   

fig.6 「対話モデル」による保育・教育の過程（再掲） 

 ⽀援と対話は fig.6 のように展開していきます。この過程を表現するために「実践の⽅向付け」，「実践⾏為

の構成要素」，「対象，他職種の状態」について，多種多様な語句が⽤いられていることが分かってきました。

⼦どもと家族の状況や対話の流れを的確に表すにはどうすればよいか，さまざまな学問領域の専⾨職に説明す

るにはどのような表現が望ましいか，⼦どもと家族の状況をどのように⽰すかなど，⽀援と対話の表現に関す

る課題が明らかになりました。 

 また，⼦どもと家族へのときどきの対話をどのように展開していくかについてもたくさんの課題が⽰されま

した。⼦どもと家族に安⼼を提供することはもちろん，⽀援者に思いを語ってみてもよいかなと思える情況を

どう構成していくのか，可能な限り⼦どもが⾃ら⽣活を構成していくことができるようにするにはどうすれば

よいか，どのようにかかわることが適切かを判断しかねるような状況でかかわりをどう展開するか，などをあ

げることができました。 

 研修においては，つぎのような学びの課題を設定することができます。ここではスキルに焦点づけましたが，

知識，判断，態度など，多様な表現が可能です。また，①から④は各々が独⽴しているものではなく，関連し

合っていることにご注意ください。詳しくはⅡで解説したいと思います。 

 ①⼦どもと家族との対話を進めるためのスキルを学ぶ 

 ②他職種との対話を進めるためのスキルを学ぶ 

 ③⽀援及び対話を要約するスキルを学ぶ 

 ④⼦どもと家族の状態を的確に表現するスキルを学ぶ 

 

 

⽂献 

内⼭研⼀「現場の学としてのアクションリサーチ」⽩桃書房 2007 
下⼭晴彦『臨床⼼理アセスメント⼊⾨ 臨床⼼理学は，どのように問題を把握するのか』⾦剛出版 2008 
豊永絵⾥・⾕川弘治「医療フィールドで働く保育⼠の⾔語表現に関する研究-インタビュー資料に基づく⾔語使⽤データベースの構築-」 

第 18 回⽇本医療保育学会（抄録集） 2014，37 
⾕川弘治「教育講演Ⅱ-２ 医療保育の質の向上のために 教育者の⽴場から」第 18 回⽇本医療保育学会 配付資料 2014 
⽂屋典⼦・豊永絵⾥・⾕川弘治「⼩児医療フィールドで働く教師と保育⼠の⾔語表現に関する研究」⽇本医療保育学会第 20 回総会・学

術集会抄録集 2016,40 
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Ⅱ 研修課題の提案 

 「医療現場での対話における表現⼒を⾼める」をテーマとして，表現⼒を正⾯に据えた多職種参加のワーク

ショップを企画する場合の研修課題を提案します。わたしたちがここまで実施して参りました「病気の⼦ども

のトータルケアセミナー」は，それ⾃体が多職種間交流と対話に依拠していることから，専⾨性や⽴場の違う

もの同⼠の対話を成⽴させる表現⼒を鍛える場でもあります。ロールプレイや実践の振り返りを通して，⼦ど

もたちやご家族との対話のあり⽅を⾒直していくことも⼤切にして参りました。これらのセミナーを通して，

医療現場での対話あるいは⽀援者の表現に関する実践知が集積され，課題が明らかになってきました。そこで

⽀援者の⾔語表現に関する研究を実施し，研修に結びつけるべく作業を始めました。本冊⼦は，この作業の到

達点を整理したものです。 

 コミュニケーションスキルを磨くための研修は数多く⾏われております。ここで⽰したことは，汎⽤的なコ

ミュニケーションスキルを基本としながらも，医療の場での⼦どもと家族の状況，⼦どもや家族と⽀援者との

関係性など，⽇常とは異なる状況を踏まえたものです。そのことを適切に表現することに成功しているかどう

かは，お読みいただいた皆様のご判断を仰ぎたいと思います。 

（１）ねらいの設定 

 研修のねらいは参加呼びかけ対象者のニーズに基づいて検討していきます。table 4 に，このテーマに基づく

学びの課題例を⽰しますので，ねらいの設定時に参考にしてください。 
 table 4 医療現場での対話における表現⼒を⾼めるための学びの課題例 

＜⼦どもと家族との対話を進めるスキルを学ぶ＞(pp.6-9) 
� かかわりを通して⼦どもや家族のからだ，こころ，対⼈関係，⽣活の状況などを判断できる 
� 傾聴することができる 
� 共感的にかかわり，⼦どもと家族の⾃発的な⾏為を促進することができる 
� ⼦どもや家族の状況を考慮して，ときどきのかかわりを調整することができる 
� ⽀援者としての⼾惑いを感じた場⾯について多⾓的に検討し，教訓を得ることができる 
� 負の感情をもたらし，対話を阻害する虞を感ずることばかけについて多⾓的に検討できる 
� ⼦どもと家族の感情表出に対して誠実な対応ができる 
� 専⾨⽤語，業界⽤語を⽤いないで，分かりやすく簡潔に⼦どもや家族に説明できる 
� 対話の質を評価し，質を⾼めるための⼿⽴てを検討することができる 

＜他職種との対話を進めるスキルを学ぶ＞(pp.4-5) 
� 職種によって含意がずれている語句については，相⼿が分かる表現に置き換えることができる 
� ⼿短な表現に置き換えて（要約して）伝えることができる 
� これ以上要約できないものは，そのまま伝えることへの理解を得ることができる 
� 連携・協働のパートナーがおかれた状況に⽬を向け，⽿を傾けることができる 

＜⽀援及び対話を要約するスキルを学ぶ＞ 
� ⽀援計画を簡潔に分かりやすく説明できる 
� ⽀援の経過を要約できる 
� ⽀援者の意図（実践の⽅向性，ねらい），⽀援者の⾏為（⽀援者の個々のかかわり），⼦どもと⽀援者との相互作⽤，⽀援者の

⾏為の連続を筋道⽴てて説明できる（p.3）⼦ども・家族と⽀援者の相互作⽤を適切に表現できる(p.5) 
� 事実と評価を区別し，整理して表現できる(p.10) 
� 対話の質を評価し，質が変わりにくい状況を吟味したり，転換点を捉えて教訓を得ることができる(p.13) 

＜⼦どもと家族の状態を的確に表現するスキルを学ぶ＞(pp.5-6) 
� 観察可能な情報を基本において，からだの状態，こころの状態，対⼈関係や⽣活の状況を説明できる 
� 多様な表現ができるとともに，⼦どもと家族の状態や⽀援者との関係を表現するにふさわしいものを選択できる 
� ⼦どもの状況を表現する際に医療・看護の⽤語を適切に⽤いることができる 

（  ）は参照ページを⽰す 
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 学びの課題は，⼦どもと家族との対話と⽀援者同⼠の対話という２つの⼤きな局⾯に分けることができます。

どちらか⽚⽅に焦点づけるか，両者を統合して扱うかについては慎重に検討してください。 

（２）研修内容の構造化 

 研修内容は講義，アイスブレーク，グループワーク，シェアリング，まとめを基本的な構成要素として構造

化を図ります。今回は実践的な表現⼒を⾼めることがテーマですから，グループワークの内容と進⾏について

スタッフで試⾏してみるなど，詰めの作業が肝要です。以下，グループワークの内容について，いくつかのパ

ターンを提⽰します。これらを参考にして，設定したねらい，参加を呼びかける対象者の状況などを踏まえて，

適切な内容と進⾏⽅法を検討してください。 

①研修参加者の職場での⽀援対象者との対話，⽀援者間の対話に関する⼾惑いや課題の共有と意⾒交換 

 参加者⼀⼈ひとりの，⽀援対象者（他の⽀援者）との対話の中で上⼿くいったこと，上⼿くいかなかったこ

と，⼾惑ったことなどを出し合って，⾃由に話し合います。その過程を通して，対話の質を改善し⾼めるため

の視点を整理し，発表します(table 5)。 
 table 5 対話に関する⼾惑いや課題の共有のための問いかけの例 

 アイスブレークを⾏い，テーマ（「医療現場での対話における表現⼒を⾼める」など）とねらい，ワークの進め⽅の説明のあと，次
のような問いかけを⾏う。 
＜対，⼦どもと家族＞ 
1. ⼦どもたちや家族とのかかわりを進める中で⼾惑ったこと，思いがうまく伝わらなかったと思うこと，誤解を与えたかも知れな

いと思うこと，どう話しかけて良いか迷ったこと，相⼿の気持ちを計りかねたことなどを出し合いましょう。 
2. ⼦どもたちや家族との意思疎通を図るときに⼤切にしていること，⼯夫していること，気をつけていることを出し合いましょ

う。 
＜対，他職種＞ 
3. 他の職種の⼈から情報を得たり，依頼をしたり，話し合う中で⼾惑ったこと，うまく伝わらなかったと思うこと，誤解を与えた

かも知れないと思うこと，どう話しかけて良いか迷ったことなどを出し合いましょう。 
4. 他の職種の⼈とのやりとりを⾏うときに⼤切にしていること，⼯夫していること，気をつけていることを出し合いましょう。 
5. ⽀援計画や⽀援の経過などを他職種の⼈たちに説明するときに⼾惑うこと，⼯夫していることなどを⾃由にお話しください。 
6. ときどきの⼦どもや家族の様⼦を他職種の⼈たちに説明するときに⼾惑ったこと，⼯夫していることなどを⾃由にお話しくだ

さい。 

②⽀援過程の振り返りと意⾒交換 

 研修参加者がそれぞれに選んだひとまとまりの⽀援過程を語り，グループ内での意⾒交換を⾏います。 

 ⼿順としては，まず⽀援の流れ（ジョイニングと情報収集，⽅向性をさぐる⽀援の展開，⼀定の⽅向性での

⽀援の展開）を整理し，次にときどきの場⾯における⽀援者と⼦どもまたは家族との対話の流れに注⽬し，そ

の質を評価していきます。対話の質として①⽀援者の思いが⼀⽅通⾏になっている，②⽀援者と⽀援対象者（他

の⽀援者）のそれぞれの思いが⼀致しているかわからないが，その場を共有している，③⽀援対象者（他の⽀

援者）から積極的な思いの表出がなされている，④⽀援者と⽀援対象者（他の⽀援者）の思いが共有され，共

鳴しあっている，などがあげられます（table 6）。⽀援の流れを図にして場⾯毎の対話を並べていくことで対

話の質の変化が⾒えてくる場合があります。こうすることで，対話の質がなかなか変わらなかったとき，⼤き

く変わったとき（転換点）に焦点をあてて，変わらなかったのは何故か，その転換は何によって成し遂げられ
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たかなどを多⾓的に検討していくことができます。 

 個々の対話場⾯におけるかかわりについて，それが上⼿くいった場合でも，他のかかわりは考えられないか，

選ばれたかかわりは⼦どもや家族に否定的な感情をもたらす可能性はなかったかなど，広い視野で意⾒交換す

ることが⼤切だと思われます。 

 なお，研修プログラム集第７集に対話の質を検討した事例が掲載されているので参考にしてください 

（研修プログラム集第７集 pp.7-9）。 
 table 6 対話の質を検討するための視点 

１．対話の流れを捉える視点 
 ①⽀援は⽀援者と⽀援対象者の対話（相互⾏為）によって成⽴している。 
  ⽀援者側：事前情報・場⾯情報⇒情動・思考・判断・意図・⾏為⇔⽀援対象者側：場⾯への情動・思考・判断・意図・⾏為 
 ②構成要素の特徴 
  ・情報は⼀つではない。情報に対する情報も伝わる。 
  ・情動・思考もひとつではない。 
  ・⾃分の情動・思考・判断・意図・⾏為に対する情動・思考・判断・意図・⾏為を⼤切にする。 
 ③⽀援者の選択 
  ・構成要素に関する情報から，いくつかの情報を選択している。この選択が正しいかどうかも振り返る必要がある。 
２．対話の質 
 対話の質は多⾓的に検討すべきであるが，いくつか例⽰する。 
 ①⽀援者の思いが⼀⽅通⾏になっている 
 ②⽀援者と⽀援対象者（他の⽀援者）のそれぞれの思いが⼀致しているかわからないが，その場を共有している 
 ③⽀援対象者（他の⽀援者）から積極的な思いの表出がなされている 
 ④⽀援者と⽀援対象者（他の⽀援者）の思いが共有され，共鳴しあっている 

③場⾯を観察して対話を要約する。 

 要約とは，情報の選択・削減によって再構成することです。⽀援場⾯の動画やロールプレイをみて，対話の

過程を要約し，参加者同⼠で聞き合います。まずは，なるべく正確に，⼿短に伝えることを意識する必要があ

ります。要約に際して留意すべきこととしては下記があげられます。 

i. 全体像や特徴的事実が伝わるように意識する。 

ii. ⽀援対象者のからだ，こころ，社会関係，⽣活など，情報を分けて要約する。 

iii. 伝達することが主観的になることは避けられないところがあるが，観察可能な（⾏動レベルの）情報を

活かして伝える。 

iv. 事実と評価を混同しないようにする。 

v. 削減できない情報もあることを踏まえ，どういう情報を削減したかを，あとで話し合う。 

④ロールプレイを通して対話を進め，意⾒交換を⾏う。 

 場⾯を設定しロールプレイを⾏い，研修参加者（ロールプレイの実施者と観察者）の間で感想や意⾒を出し

合います。意⾒交換を進める際には，ロールプレイ実施者の場⾯毎の意図と判断を話してもらうこと，実施者

の思いを受けとめる雰囲気作りを⾏うことを⼤切にしたいと思います。 

⽂献 

⾕川弘治『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 7 集』 2017 
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