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序 

ここでは，子どもの笑顔を引き出す多職種の連携と協働のための，知識と技術のブラッシュアップをめざす研修企画に

ついて解説する。協働とは，複数の主体が対等な立場でコミュニケーションを図り，目標を共有し，相互の特性を活かし

た補完関係を構築することによって，結果を創出することであるといわれる。医療を要する子どもたちに関わる専門職は

さまざまであり，個々に目指す治療や支援の目標とその過程も多様であるが，「子どもの笑顔を引き出す」という点では，

すべての職種が目標を共有し，相互に補完し合う関係を築くことができる。また，対等な立場のコミュニケーション，目

標の共有，補完関係の構築という協働の形にはなっていなくても，関連する職種，部署，職場や地域との連絡と調整によ

って，子どもと家族の支援目標を達成しようとする営みは欠かせない。これらを含めて連携と協働と呼ぶこととする。 

連携と協働というテーマは，私たちが進める多職種合同ワークショップのすべての企画に通ずるものであるが，あえて

独立した研修を企画するのは，次の理由による。 

① 医療を要する子どもと家族の支援にあたり，職場（ここでは病院，学校など組織体のおおきな括りとして使う）

内の他職種や他部署との，あるいは他の職場・地域との連携と協働について戸惑ったり，困難を感じたりするこ

とは，保育士や教師に限らず，多くのものが経験している。こうした戸惑いや困難を受けとめ，一緒に考える場

が必要である。

② 連携と協働の成否は，個人の資質（持って生まれたもの）に依存するものではなく，固有の方略が存在する。方

略は学ぶことができ，方略を実行するためのスキルも学習と振り返りによって向上させることができる。職員一

人一人のスキルアップを検討することが必要である。

③ 連携と協働は職場システムあるいは職場間システムに規定された過程であり，職員個人のスキルアップのみでは

不十分である。システムとは，情報交換と意思決定の仕組みと運用，役割分担の取り決めと展開，個々の人間関

係などを指し，構成員の意欲や行動を規定する。システムは一定の状態を保ちながら，さまざまな外的状況や構

成員の変化に対応しようとするが，変化への対応力を向上させるにはシステム自体の変化も必要となる。よりよ

い連携と協働の構築を目指してシステムを維持・改善するには，まずは所属部署における計画的な取り組みを進

め，それを職場内あるいは職場間の取り組みとして発展させていくなど，戦略を検討する必要がある。

④ 職場内，職場間の連携と協働をめぐる状況は多様であるが，現場を外から眺める機会をもつことで，状況の多様

さと所属先の独自性への理解が深まることがある。異なる職場の職員との交流，模擬事例などを用いたカンファ

レンスやロールプレイの経験など，研修の場でなければ経験できないことがある。

以上の必要に対応する研修の形態としては，地域単位で行う多職種合同ワークショップだけでなく，職場単位の研修，

個々の実践を振り返っていくスーパービジョンなど，さまざまなものを想定できる。地域や職場のニーズに応じて，さま

ざまな機会が提供されることが望ましい。私たちの企画は，職場を超えた地域単位のワークショップであるが，ここでの

考え方は，個々の職場状況を踏まえ，職場内研修に活かしていくことは可能と思われる。また，さまざまな形態に対応で

きるスタッフを育成できるとよいと考えている。 
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 地域単位の多職種合同ワークショップでは，下記の質を保証することを目指したい。 

(ア) 参加者同士が，各々の抱える悩みや思いを聞きあい，情報交換できること（情報交換，情緒的サポートの場） 

(イ) 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，更新することができること（個人のスキルアップ） 

(ウ) 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） 

(エ) 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） 

(オ) 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） 

(カ) 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） 

 この 6 つの課題の達成は簡単ではなく，一つの研修会ですべてを実現できるものではない。また，私たちの試みは課題

達成の出発点に立ったところといえる。まずは，現段階の知見を示し，共有できるように整理することで，関心をもつ方々

との連携と協働が進むことを期待したい。 

 

 本研修プログラム集は，下記で構成されている。 

(1) 職場内，職場間の連携と協働を進めるために 

連携と協働の方略について理論的整理を行った。日本育療学会の教育講演記録を加筆修正したものである。 

(2) 研修プログラムの立案と運営 

連携と協働に関する研修プログラムの立案と運営について，「病気の子どものトータルケアセミナーin大阪２０１

３」（以下，2013年度大阪セミナー）での取り組みを踏まえて論じた。 

 

 なお，大阪セミナーの企画は，大阪市立大学大学院の山口悦子先生をはじめとする大阪セミナースタッフの皆様が，創

意工夫を凝らして作成したものである。また，使用された映像事例は，中野こども病院の皆様のご協力によって提供され

た。ここに紹介し，感謝の意に代えたい。 

 

研究代表者 谷川弘治 

 

 

 

 

【大阪セミナー2013スタッフ（敬称略）】 

 

  木野稔，圀府寺美，望月希美，原純一，山地理恵，山下香苗，宮下佳代子，奥田早苗，新宅治夫， 

  伊藤香奈子，平賀健太郎，二宮啓子，山口悦子 
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Ⅰ 職場内・職場間の連携と協働を進めるために 
 

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関係 

 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，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
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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。 

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。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しての依頼としての「普通にさせてください」という言葉は，保育所
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や学校の環境や教育方針を踏まえ，子どもが参加する場面をイメージして具体的に確認することが必要である。「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。また，学校における通常の運動量は行事によって変化するといった事情があ

るためである。 

②場面をとらえる視点を理解する 

 2013年度大阪セミナーでは，ベッドサイドで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たが，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，さ

まざまな意見が出されていた。こうしたやりとりを通して，場面に応じて，職種や部署を超えて確認したいこと，議論し

たいことが何かを，あらかじめ把握できるようになることで，連携と協働の過程が円滑化すると思われる。 

 

 

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。 
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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

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（Fig.1）。 

Fig.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，Fig.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，

訓練の実施

地域のネットワーク作り
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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，①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，②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，③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。 
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（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。Table1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。 

個人のスキルレベルのチェックリストを Table2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。 

Table1 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

Table2 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つは，病気の子どもと家族が生活しやすい地域づくりを課題とするネットワーク

作りがある。病気に対する誤解や偏見をなくすためには，個々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。 
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Ⅱ 研修の企画と運営
１. 研修の内容作り

（１）研修が目指す方向とねらいの設定 

序に示したように「子どもの笑顔を引き出す連携と協働」をテーマとした多施設からの多職種参加型研修の質保障の観

点として，下記をあげることができる。 

(ア)  参加者同士が，各々の抱える悩みや思いを聞きあい，情報交換できること（情報交換，情緒的サポートの場）

(イ)  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，更新することができること（個人のスキルアップ）

(ウ)  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）

(エ)  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）

(オ)  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）

(カ)  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）

（オ）（カ）は，直接的な目標と言うよりも，研修結果からすくい取っていくことが基本と考える。研修の企画に当たり，

研修会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。（ア）から（エ）に対応した研修のねらいの例を示す。 

(ア)  情報交換，情緒的サポート

①相談できる仲間を見つけることができる

②明日からの業務のヒントを得ることができる

(イ)  個人のスキルアップ

③連携と協働のための日々の行動を振り返り，課題を発見できる

④連携と協働のスキルの獲得と実行を向上させることができる

(ウ)  職場のシステム向上への示唆

⑤職場内，職場間の連携と協働を向上させるために，みたてを適切に行い，課題や依拠できる要素を発見できる

⑥職場内，職場間の連携と協働を向上させるための目標設定を行い，計画を立案，実行できる

(エ)  地域ネットワークへの示唆

⑦病院，学校，当事者，福祉施設，関係行政のネットワークの組織，運営への示唆を得る

そのほかの重要な視点として下記を追加しておきたい。 

⑧職場間の連携と協働において，要となる保護者の力を引き出すことができる

⑨場に応じた適切な用語を選び，簡潔に表現できる（相手に通じる表現，事実と評価を混同しないなど）

なお，個々の技術やスキルの獲得を目指す場合，単独のスキルを扱うのではなく，「状況に応じた技術（スキル）の組み

合わせと運用」といったひとまとまりの行動単位で捉える統合的な観点が不可欠である。 

また，上記に示したねらいの例の多くは，スキルレベルで整理したものであるが，本ワークショップでは実践性を重視

していることの反映である。しかし，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。以下に，スキル以外の

観点でのねらいの例を示しておきたい。 
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<<知識・理解>>

①連携と協働の相手である他職種の役割，価値感と思考方法（専門用語を含む），支援内容と方法などを理解している

②連携と協働の相手に，自分たちはどのように理解され，期待されているかを理解している

<<思考・判断>>

③日常の実践場面で，場に応じた連携と協働の進め方を適切に判断できる

④個々の個人情報の取り扱いを適切に判断できる

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。 

・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”

ここでは，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ので，ことばかけが少ない保育の場面に対して，看護師は「発語が少なく見えたが，

ことばかけが少ないのはなぜか」と疑問をもつことがあった。これは，直接の話し合いが欠かせない。

②職種によって把握している情報に違いがある。他職種がもっているとは限らないが，当たり前と思い伝えていない：

看護師が把握している家族の情報が伝わっていない，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の部分の企画方法

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事前に，経験したエピソードをもとにした模擬のエピソードを作成，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。多職種グループでエピソードの背景，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相互調整などの経験を提供する。この場合，同一グループでの計画立案・調

整，多職種グループでのカンファレンスを組み合わせる。連携に課題が生じているという設定も考えられる。
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(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。大阪セミナーでは，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（Table3）が，実践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で，他職種のかかわりの様子が目に入った場面から，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。 

 （イ）の模擬事例は，できるだけ詳しい情報が必要となるが（プログラム集第 2集参照），ここでは，日常的に

見えている範囲の情報提供が望ましい。場面を担っている職種は，シミュレーションを行って決定したい。 

 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，検討する，③同一職種グループに戻って

再検討する，といった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することで，シェアリングを効果的に進めることができる。 
 
 Table3 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。 

 （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。 

 （イ）の場合：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，共通理解を得たい事項を 

    とくに抽出して整理する 

   ③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（協力を得たい事項を含む）を 

    とくに抽出して整理する 

   多職種グループでは，これらを交流し，検討し合うことで，支援計画を調整する。 
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その上で，職種の役割，問題のとらえ方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。

（ウ）の場合：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（対象の心身の状態，行動とその背後にある認知，感情，判断，意図について，

とくに支援者に聞いてみたいこと，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，意図について，

支援者のかかわりの評価できる点，疑問に感じた点，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）について，他の人物の係わりについて，

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そのほか，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

同一職種グループでの話し合いは，メモに記載し，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，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。 

（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。 

２．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」
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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 Fig.2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。 

Fig.2 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） 
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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 
l ５領域で子どもの姿を記述する  
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