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日本育療学会第13回学術集会総括報告

小畑文也（日本育療学会第13回学術集会会長）

日本育療学会第13回学術集会が、平成21年8月

22日・23日の二日間にわたって茨城・筑波大学・

大学会館・国際会議室を会場に「子どものこころ

とからだの健康をはぐくむ」をテーマに行われま

した。

学術集会開催にあたりご支援賜りました皆様に

あらためてお礼申し上げますとともに、成功裡に

終わりましたことをご報告いたします。

テーマは、発達を軸として子どものこころとか

らだの健康を考えるという趣旨で、それに関わる

口頭発表が17件、今回の学術集会から設定したポ

スター発表が7件と､合計で24件の発表が行われ、

230名余りの参加を得ることができました。この

学術集会も年々発表件数､参加者数が増えており、

従来は、なかなか日の当たることの無かった、こ

の領域（様々な病気によってハンディを負ったこ

どもの心のケア）にも、興味や関心を持つ人が増

えていることを実感できました。また、これまで

そういった領域で働いていて、公表の場が無かっ

た人の発表も多かったように思います。日本育療

学会が、その知名度を上げてきたことの表れかと

も思います。

22日は口頭発表I 「幼児期の支援」を中心に4

件の発表から始まりました。内容は保育士の養成

から、実践報告まで多岐にわたりましたが、新生

児を含める就学前児の支援の必要性や、そのため

の具体的な方策を知る機会となりました。

口頭発表Ⅱは「養護教諭による支援」を中心に

5件の発表がありました。病気のこどもの教育支

援は殆どの場合、通常の学級で行われていますの

で、養護教諭の役割は重要なものとなります。そ

の実践報告を通して現状での実態や問題点を知る

ことができました。

理事会、総会の後、大会長講演は「病気のこど

もと心の科学」と言う題で行われました。基調講

演として「病気の子どもの教育的支援」という題

で和歌山大学の武田鉄郎先生にお願いいたしまし

た。大会長講演の内容をさらに詳細に分かりやす

く説明していただきましたが、この一連の講演を

通して、EBMが主流である医療の中で、コメデイ

カルが主体性をもって活躍するためには、 しっか

りとした理論軸が必要であることを再認識できま

した。

ただ、今回は発表数の関係で、講演の時間が当

初の半分になり、講演そのものの時間と討議に十

分な時間がとれなかったのは残念でした。

ポスター発表は本学会では初めての試みでし

た。様々な発表が行われ、それぞれのポスターの

前では、説明と名刺交換等の光景が見られ、研究

を通してのコミュニケーションが図られたようで

す。ただ、一つ一つの研究の説明を聞きたかった

という意見もあり。今後の課題の一つとなりまし

た。

23日は口頭発表Ⅲ 「病棟の心理支援」の4件か

ら始まりました。病棟で子どもの育ちを支援する

様々な試みや実態が報告されましたが、私たちが

普段は目にすることのできない支援の方法もあり

ました。こうした方法の効果を検証することもこ

れからの課題となるでしょう。

続いて、口頭発表Ⅳ 「復学支援」では4件の

発表がありました。内容は子どもさんや保護者の

支援の実際、制度の調査等、4件とはいえその幅

広く 「復学」今も、 またこれからも、具体的な解

決を求められる課題であることが再確認できまし

た。育療学会からの提言も必要なことかも知れま

せん。

23日午後は大会テーマの「子どものこころとか

らだの健康をはぐくむ」という題で一般公開シン

ポジウムが開催されました。シンポジストは院内

学級の先生、医療保育士、臨床心理士、看護師と

して、 まさに「子どものこころとからだの健康を

はぐくむ」ために一線で活躍している方々です。
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一般にこうした多職種の発表になりますと「連

携」がテーマになりがちですが、敢えて今回は、

それを中心とすることなく、それぞれの職種の特

徴や、現実的な問題点、それぞれの主張を離して

いただきました。

基本的な「子ども」観がそれぞれの職種で微妙

に異なっていることや、現実的に職務、体制が異

なることなどの違いが浮き彫りにされたように思

います。 「連携」を語る前には、 まず、それぞれ

の職種の本音を聞くことが重要だと思っておりま

す。お互いの職業の内実を知らずに連携は成り立

ちませんし、知らずに「連携」を語っても無意味

です。無理な連携から生まれるギクシヤクした関

係は、 「子どものこころとからだの健康をはぐく

む」上で大きな障壁となります。その意味では、

この、は「言い放し」のシンポジウムは非常に有

益であったと自負しております。

また、それが故に、 まとめにくいシンポジウム

であったかと思いますが、横田雅史先生の助言で

まとまりを得ることができました。

先述しましたように、シンポジウムを含め、今

回は時間密度の高い二日間となりました。それぞ

れの先生方で、語り尽くせない部分も多々あった

ことと思いますが、業者いただきますと共に、御

礼申し上げます。

終わりに、この学術集会を開催するにあたり。

ご後援。ご援助くださいました文部科学省・厚生

労働省･茨城県教育委員会･つくば市教育委員会・

茨城県難病相談・支援センター・NPO難病のこ

ども支援全国ネットワーク・全国病弱虚弱教育研

究連盟・全国特別支援学校病弱教育学校長会・全

国病弱虚弱教育学校PTA連合会・全国病弱教育

研究会他諸団体、本学会準備委員として多大なご

協力をいただいた、研究室所属学生、OB,OGの

方に心より感謝申し上げます。
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平成21年度日本育療学会第13回学術集会（つくば大会）

並びに総会開催要項大会テーマ

「子どものこころとからだの健康をはぐくむ」

1.開催日時：平成21年8月22日（土)9:20-17:00

23日 （日) 9:20-15:30

6．参加申し込み方法

Eメール(nihonikuryou@gmail.com)等による

参加申し込みと参加費振り込みの確認をもって事

前参加とします。

会員の方は「育療」に同包の振り込み用紙をお

使いください。

非会員の方は、振り込み用紙の通信欄に内訳

(例：参加費5000円十懇親会費5000円=10000円）

をご記入の上、ゆうちよ銀行00160-7-318526加

入者名：日本育療学会第13回大会事務局まで郵

便払込取扱票（青色）にてお振り込みください。

なお、発表者は筆頭・連名とも会員に限ります。

現在会員でない方は、 日本育療学会ホームページ

(http://nihonikuryo.jp/)より、入会手続きをお

願いいたします。

2．会場：筑波大学大学会館国際会議室（茨城

県つくば市天王台ThL (029-853-8630)

3．会長：小畑文也(筑波大学）

4．内容：

22日

口頭発表I

口頭発表Ⅱ

理事会

学会総会

大会長講演

基調講演

ポスターセッション

23日口頭発表Ⅲ

口頭発表Ⅳ

シンポジウム（一般公開） 「子どものこころと

からだの健康をはく'くむ」

＊詳細は次ページ以降の「プログラム」をご参

照ください。

7．後援

文部科学省

厚生労働省

茨城県教育委員会

つくば市教育委員会

茨城県難病相談・支援センター

認定NPO法人難病のこども支援全国ネット

ワーク

全国病弱虚弱教育研究連盟

全国特別支援学校病弱教育学校長会

全国病弱虚弱教育学校PTA連合会

全国病弱教育研究会

5．参加費(当日参加）

学会員5,000円（事前申し込み4,000円）

非会員6,000円（事前申し込み5,000円）

学生4,000円（事前申し込み3,000円）

懇親会5,000円
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日本育療学会第13回学術集会 2009/8/22丑3

|

|
平成21年度日本育療学会第13回学術集会並びに総会プログラム

テーマ「子どものこころとからだの健康をはぐくむ」大会

’ 22日(土曜日) 9;20-17:OO ’

22日午前(9:20-12:30)

|開会式:理事長挨拶学術集会長挨拶
|口頭発表(発表'2分､質疑5分）

I受付は8;45分頃より開始する予定です

9220

9:30

座長 発表者 発表題目

石川慶和

大阪大谷大学

幼稚園･保育所の教職員に求められる特別支援教育の基本スキ
ル 一研修及び養成の視点から一

1

病気の子どもの保育環境の検討
一慢性疾患･発達障害の幼児期から学童期への移行一

河合洋子
聞西蕃膳医鋸大学

横田雅史

帝京平成大学

大見サキエ
浜松医科大学

岸川亜矢
関西肴腹医療大学

松尾百葱
関西君眼医療大学

藤原奈佳子
愛知きわみ■腹短期大学

口
頭
発
表
Ｉ
幼
児
期
の
支
援

西牧謙吾
国立特別支援敬育総合研究所

滝川国芳
国立特別支援敬育縫合研究所

2

相馬あゆみ
特別支授学校ねむの木

医療行為における子どもの心理的準備に関する研究
一歯科治療を中心とした検討一

小畑文也
筑波大学

３
－
４ 關登美子

大阪家庭裁判所

小児病棟における0歳からの発達援助
-well-beingとして生きる為の医療環境保全を考えた実践報告

全体討溌10250

小･中学校における養渡教諭のアレルギー疾患児への支援10:50 小川大介
新潟市立新津第一小学校

笠原芳隆
上越軟宵大学

５

’

６

７

口
頭
発
表
Ⅱ
養
護
教
諭
に
よ
る
支
援

通常学級に在籍する発達障害児との関わり一保健室のあり方一三浦日香
南知多町立豊浜中学校

横田雅史
帝京平成大学

通常学級に在籍する発達障害児への養護教諭としての支援･指
導一保健室におけるエ夫の実態一

中里祐美
松阪市立三套北幼稚園

横田雅史
帝京平成大学島治伸

徳島文理大学

中塚博勝
大利根旭出福祉園

特別な教育的支援を必要とする子どもへの対応－その1特別
支援学級の補助教員の視点から一

谷麻紗美
千葉県立松戸特別支援学校

金子紘子
西尾市立西野町小学校

工藤綾乃
轡臼井市立脚11小学校

8

特別な教育的支援を必要とする子どもへの対応－その2通常
の学校の養護教諭の視点から一

金子紘子
西尾市立西野町小学校

工藤綾乃
春日井市立松山小学校

谷麻紗美
千藁県立松戸特別支擾学校

9

全体討議12:30

’22日午後(12:30-17:00)

12:30

13:30

昼食(理察会:大会本部）

13:30

13255
学会総会

休憩

牒簔
14:00

14240

大会長購演 小畑文也｢病気のこどもと心の科学」
筑波大学人間総合科学研究科准教授

休憩

武田鉄郎｢病気の子どもへの教育的支援」

和歌山大学教育学部教授

休憩･準備

ポスターセッション(在籍時間30分前半･後半で交代）

在席時間 発表者

16:00 末廣由伊
P’特別医駁法人慈生会等潤病院

小沢和也
P2

筑波大学

小松華奈
P3

筑波大学

伊藤由
P4

16:30 筑波メ

16:30 笠原ヲ
P5

上越教菅

江頭
P6 栃木県モンテッソーI‘

丹羽健太郎
P7

末廣由伊

特別医療法人慈生会等潤窺院

16200

小沢和也
筑波大学

小松華奈
筑波大学

伊藤由
16230

笠原芳16230

江頭

丹羽健太郎
筑波大学17

16:00

発表題目

小畑文也
筑波大学

ALS患者を親にもつ子どもの親への感情に関する質的研究

小畑文也
筑波大学

病院内学級担当教員が窓識する職務についての検討

前半
小畑文也
筑波大学

長期入院児に遊びの機会を保障する病棟密藩型ボランティアの
現状と課題-A大学病院脳外科専門病棟の事例による検討一

美子
筑波大学

現代人の健康の曙癖について

筋ジストロフィ一児の卒業後の生活の質を高めるための教育内
容

隆
上越教育大学

重度･重複しようがい児(者)のキネシクス情動表現分析に関する
研究一感覚教材と情動表現記録法を中心に一

進
栃木県モンテッソーリ治探教育研究会

後半

場面鍼黙を持つ保育園児のための疾病概念理解と家庭との連
携を主軸とした支援導入の試み

宮本信也
筑波大学17と00 200

17:30

19:30

17:30

19号30

懇親会百香亭
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日本育療学会第13回学術集会 2009/8/2223

’I 23日（日曜日) 920-15:30

|受付は8:45分頃より開始する予定です23日午前(920－12:00）

9:20 口頭発表

座長 発表者 発表題目

重度･重複障害児の療育的音楽活動一こころと身体から｢自己」
を育てる一

高山仁

たかやま音楽療法研究所
10

11

口
頭
発
表
Ⅲ
病
棟
の
心
理
支
授

医療･家庭･学校をつなぐICFの活用をめざして一く第1次＞箱
神疾患のある児童牛捷の実態把握の方法の検討一

森山貴史 甲田隆

青海県立冑壷若葉養膿学校青轟県立青森若葉養襲学校濱中喜代

東京慈恵会医科大学

士屋忠之

東京都立墨東特別支援学校

入院児の病床環境に関する研究古宇田千晶

筑波大学

高田麻衣子

横浜訓盲院

小畑文也

筑波大学

12

自己表現としての写真活動一自由な自己表現から生まれる自己
肯定感､他者との交流一

酒井貴子

特定非営利活動法人日本写真療法家協会
13

全体討論
10:40

10240 中澤幸子

神奈川県立平塚盲学校

泉真由子

横浜国立大学

長期瞭養患児と保護者の心理的相互作用の関係について一小
児脳腫瘍を再発した患児への復学支援を通して一

14

病気擦養児の復学に関する現状と課題一都道府県政令指定都
市教育委員会の実態調査より一

田中賀陽子

和歌山大学

武田鉄郎

和歌山大学

平賀健太郎

大阪教育大学

泉真由子

横浜国立大学

口
頭
発
表
Ⅳ
復
学
支
援

山本昌邦

横浜国立大学名誉教授

棹山勝子

元神奈川県立

横浜南養護学校校長

15

岡本光代

和歌山県立医科大学

武田鉄郎

和歌山大学

小児がん患児の復学支援のための病院と地域の連携一オースト
ラリアの小児病院での面接調査より－相

一
打 岡村三由紀

茨城県立友部東養謹学校

復学校へのスムーズな教育の継続をめざして一茨城県立こども
病院訪問学級の取り組み一

全体討論
12:00

23日午前(12:00-15:30) ’

12:00

’昼食〈シンポジウム打ち合わせ:大会本部)12:00-13:00
一般公開(入場無料）13fOO

13:00

公開シンポジウム｢子どものこころとからだの健康をはぐくむ」

企画趣旨説明 司会西牧嫌吾

日本育療学会理事長国立特別支援教育研究所教育支援部上席総括研究員

シンポジストからの提言

教育の立場から 副島賢和

東京都品川区立清水台小学校昭和大学病院内さいかち学級教諭

保育の立場から 中村崇江

自治医科大学とちぎ子ども医療センター保育士

看護の立場から 野村佳代

埼玉県立大学保健医療福祉学部看護学科講師(看護師）

心理士の立場から 日高響子

筑波大学附属病院茨城県難病相談･支援センター臨床心理士

助言 横田雅史

帝京平成大学現代ライフ学部児童学科教授

ディスカッション
15220

15:30 1閉会式
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口頭発表I

幼児期の支援

座長西牧謙吾（国立特別支援教育総合研究所）

滝川国芳（国立特別支援教育総合研究所）

1－1 幼稚園・保育所の教職員に求められ

る特別支援教育の基本スキル

ー研修及び養成の視点から一

（石川慶和）

特別支援教育に理解のある幼稚園教諭や保育士

の育成には、現場のニーズに応じた研修内容の充

実が求められる。また、支援を必要とする子ども

を理解し、支援を行うための最低限必要な特別支

援教育の基本的スキルを身につけることは重要で

ある。本研究では、研修や養成において獲得すべ

き特別支援教育の基本スキルについて明らかにす

ることを目的に、幼稚園教諭や保育士を対象に質

問紙調査を行った。結果については、現職に必要

な研修、保育者の養成、大学の研究者に期待する

ことの3つの観点で報告した。そして、現職研修

に求められる基本スキルとして保護者を含めた家

族支援、養成段階で求められる基本スキルとして

障害の有無で子どもの対応に段差を作らないスキ

ルの育成をあげた。

者との対応で困難こと.うまくいっていること、

保育に関する要望・意見について整理した。そし

て、保育を円滑に進めるためには、周囲の子の認

識や保護者の病気（障害）の受容などが大きく影

響すること、加配保育士が必要であること、発達

センター等との連携が必要であることを明らかと

した。また、保育・教育経験者との交流の場、病

気(障害)の理解等の研修会の必要性を報告した。

1－3医療行為における子どもの心理的準

備に関する研究

一歯科治療を中心とした検討一

（相馬あゆみ他）

子どもが医療行為を受ける歳には、子ども自身

がこれから起こることに見通しをもち、 自分が主

体であると感じることによって、医療行為に主体

的に取り組むことができる。本研究では、子ども

の歯科治療において、①歯科医療従事者の子ども

への説明や対応、②医療従事者とのやりとりの中

で子どもはどのように心理的準備をするのか、に

ついて明らかにすることを目的とした｡その結果、

年齢群に関わらず、これから行われる処置内容、

処置終了後に次回の処置内容の予告が行われ、治

療の際には、行っている処置がどうして必要なの

かということについても理解させようとしている

ことがわかった。また、不安や不快な状況が生じ

ると、医師がその状況を斜酌し、子どもが安心し

て処置に取り組むようにしていること、痛みの有

無についても、予告することによって子どもの心

理的準備を促していることを報告した。

1－2病気の子どもの保育環境の検討

一慢性疾患・発達障害の幼児期から学

童期への移行一

（河合洋子他）

2009年に改正された保育所保育指針では、 「小

学校との連携」が挙げられ､子どもを送り出す側、

受け入れる側の双方の連携が求められている。本

研究では、保育従事者に対する面接調査を行い、

慢性疾患や発達障害の子どもの保育経験等につい

て分析を行い、具体的な支援の方法を検討するこ

とを目的とした。結果は、保育施設の概要、保育

経験で困難なこと．うまくいっていること、保護
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を設定することによって入院児と親が集い、視聴

触感覚と体位感覚を育むカリキュラムが、 自発性

を誘発し、情緒の分化と自己の芽生えを授け、治

療に対するトラウマ緩和に役立つ、遊びの交渉

が、言語と社会性の発達を授け心と身体と脳が育

つとした。そして、正規に院内幼稚園を発足する

ことで、 「生きていく」力を育て、二次的障害へ

の広がりを防ぐことができること、医療cureと看

護careと幼児教育childeducationの3Cが協働し

病弱児の医療環境保全を早急に行う必要があるこ

1－4小児病棟における0歳からの発達援

助

-well-beingとして生きる為の医療

環境保全を考えた実践報告一

（關登美子）

小児病棟に入院している0歳児から6歳児、そ

の付添人である保護者の530組に対して、週3回

各2時間のindividualdevelopmentalcare (幼稚

園教育要領に基づくカリキュラム）を実施し､｢生

きる権利」「育つ権利」 「守られる権利」「参加す

る権利」を保証し、well-beingとして生きる為の

アプローチを行い、院内幼稚園設立につながる活

動として位置づけた。病棟内において時間と空間

とを報告した。

(文責滝川国芳）
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口頭発表Ⅱ

｢養護教諭による支援」

座長島 治伸（徳島文理大学）

中塚博勝（大利根旭出福祉園）

2．通常学級に在籍する発達障害児との関わ

り～保健室のあり方～

（三浦日香）

特別支援教育の対象となる児童・生徒に対して

養護教諭がどのような関わりの工夫をしているの

か、保健室内で子どもが安心のできる場所づくり

の実態について小中学校の養護教諭を対象として

行った調査の結果を発表された。

調査の結果、保健室で安心のできる場所づくり

の工夫をしている学校の数は、小学校41%、中学

校14%・工夫の内容としては、衝立、ベッドにぬ

いぐるみを置いておく、仕切りのあるスペース等

子どもが自由に選べる空間が用意されている実態

が小学校においてみられ、中学校では小学校に比

べて子どもが落ち着いているのでそれほど細かい

工夫はしていないとのこと。

保健室は、比較的落ち着いた環境であり、 「守

ること（保護)」と「育てること （養育)」の意味

を持つ。養護教諭がいる保健室は、特別支援教育

の観点から有効な資源の一つである。

保健室が発達障害児の支援に関わってどのよう

な役割を果たしているのかという課題について、

子どもにとって安心できる場所づくりというユ

ニークな視点から取り組まれた発表でした。

口頭発表Ⅱは､｢養護教諭による支援」をテー

マに5題の発表がありました。

1 ．小中学校における養護教諭のアレルギー

疾患児への支援

（小川大介）

普通校に在籍するアレルギー疾患児の支援に関

わって、養護教諭の支援の実態と

その支援を進めていく上で解決すべき課題につ

いて明らかにするために質問紙調査を行った。

・養護教諭の支援の実態として取り組まれている

ことは、 (1)アレルギー疾患児の実態把握(2)主治

医との連携(3)校内での話し合いの場の設置(4)ア

レルギー疾患児への直接的支援(5)学級担任を通

して行う間接的支援(6)学校全体での取り組みに

関して主導的な役割を果たすことなどがあげら

れる。

・アレルギー疾患児の支援を進めるうえで解決す

べき課題として多く寄せられた意見は、アレル

ギーの種類や程度をどのように見極めて対応す

べきかであった。

こうした課題の解決に当たって、文部科学省が

示した指針「医療機関との連携を一層強化し、医

学的な根拠に基づく取組み」を実施することで解

決できると結ばれている。

普通校において養護教諭が果たしている役割の

大きさ、携わり業務内容の広範なことなど改めて

認識させられ、示唆に富む発表でした。

3．通常学級に在籍する発達障害児への養護

教諭としての支援・指導

～保健室における工夫の実態～

（中里祐美）

通常学級に在籍する発達に障害のある児童生徒

に対して、どのような支援が必要であるのかを整

理し、生活しやすい環境を整えること、心身症や
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不登校等の二次障害を起こらないようにするため

に養護教諭が行う支援等、保健室の工夫の実態を

明らかにすることを目的として、小中高の養護

教諭を対象にアンケート調査・半構造化インタ

ビューにより調査を行った。結果の分析に当たっ

て経験年数の差異が支援や保健室の活用や工夫に

どのように反映されているかという視点から進め

られた。

結果は、経験年数15年未満群と15年以上群との

間に差がみられ、経験年数の高い群の養護教諭ほ

ど、支援方法にさまざまな工夫をしながら取組ん

でいること、保健室の有効活用においても創意工

夫をしながら積極的な活用を図っている状況がみ

られると報告された。

養護教諭の負わされている役割の多様性につい

て伺うことができ、一方で保健室の限界～どこま

でこたえられるのかについて改めて考えさせられ

た発表でした。

(文責中塚博勝）
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大会長講演

病気の子どもとこころの科学

小畑文也（筑波大学・大学院人間総合科学研究科障害科学系）

(抄録より）

「心の科学」と言えば、心理学を連想する方も

多いと思われるが､現実には､多くの科学領域が、

病気と心、そして子どもに関わっている。

社会人類学者であるアーサー･フランク (1995)

によれば、現在は「寛解者の社会」と言われる。

WHOの定義を待つまでもなく、健康一病気とい

う二元論は崩れ、 「健康」と「病気」は重なりあ

う存在になっている。そして、元来、健康である

ことが通常のように思われる子どもにおいても、

同様の傾向は見られ、AAP(アメリカ小児科学会）

の報告によれば慢性疾患に罹患している子ども

の数は、学齢児に関しては1995年には15%、 2004

年には20％とされている。

このような状況も含め、 「健康」に関わる関心

は高まり､様々な理論やモデルが展開されている。

その多くは、 「病気の中での健康」を扱ったもの

であり、 「病気の子どもの心」の理解とその支援

にも有用なものである。我が国では、 これらの多

くを「健康行動科学」として、ひとつのまとまり

にしているが、基本的に公理（パラダイム）が異

なったモデルであるがために、若干の無理がある

とも言える。例えば、プリシード・プロシードモ

デルは、基本的には行動科学の枠に入るとは思え

ない。また、 SOC(首尾一貫感覚）を、 「ストレ

ス対処能力」とする場合もあるが､これは心理学、

殊に健康心理学のStressCopingAbility(スト

レス対処能力） とは意味が異なる。

例えば、 「病気」と一口に言っても、生物一医

学モデルでは、それは生体の正常からの逸脱であ

りDiseaseである（医学でも様々な見方はあるが）

のに対し、社会モデルでは不健康であるという主

観であり、 Illnessである。つまり、Diseaseは医

師が治療するものであり、 Illnessは患者が経験

するものである。

また、先のSOCの提唱者であるアントノフス

キー（1979）は、医学の、病因を追究し、それを

明確にし、治療するという方向に対し、何が健康

を促進するか、どうすれば健康になるのかという

方向を健康生成論とし、その基本的パラダイムと

している。つまり、言葉の持つ意味も異なれば、

その意味するものに対する考えの方向も異なって

くる。

子どもの病気のチーム医療にあたって連携・協

働が不可欠なことは、論を待たないが、我々は得

てして、こうしたパラダイムの違い、現実的には

言葉のニュアンスの違いに気がつかないことがあ

る。また、それが無用な誤解の元になることも可

能性としてはある。まずはお互いのコミュニケー

ションから違和感を抱いたところを明らかにし、

すり合わせる試みも必要であろう。日常的に使う

言葉でも「それはどういう意味？」と率直に言え

る環境は重要である。

また、病弱教育の専門性の確立も以前から言わ

れてきたことであるが、なかなか確たるものは生

まれない。論者はその根本に、病弱教育が「理

論」を持たないことがあると考えている。理論と

は「経験」の中から法則性を導き出し（帰納し)、

さらにその法則性を事例に適用し確かめる（演鐸

する)、ことから生まれるが、病気の子どもを対

象とした場合、その種々の多様性から、法則性を

導き出すことが困難であった。アントノフスキー

に代表される健康社会学、ラザラスに代表される

健康心理学は、この法則性の発見に有用なもので

あると思われるが、健康社会学（つまり日本の健

康行動科学）は、その性格上、発達的な視点が欠

けている。子どもを対象とした科学としては不十

分な点が多い。
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ある方はおられますか？ ． ・ ・ ・私は健康診断等

では一切の異常は出ませんし、自分でも健康では

はあると思っていますが、現実にはアルコール依

存症という病気を抱え、さらには右足の神経麻輝

という傷害を持っています。客観的には「完全な

健康」からはほど遠い。

今回の大会で、 「はぐくみ（成長、発達)」をキー

ワードとしたのも、以上の意図からである。本大

会での、発表や討議を通して、病気の子どものた

めのこころの科学の在りようがわずかでも見いだ

せれば幸いである。

(講演より）

現在、 「病気」と「健康」についての考え方が、

少しずつ変わりつつある。いわば「健康観」のパ

ラダイムシフトが起こっている。これは、アント

ノフスキーの「健康生成論」によるところが大き

いo

以前の考え方は、 「健康社会」と言って良いだ

ろう。つまり、

基本的に「健康な」人々によって社会が形成され、

その中に「病気を持った人｣がいる。「病気を持っ

た人｣、この社会の中では異端であり、負荷を社

会に与えるものである､なら「治さねばならない」

｢治すためには原因を究明しなければならない」

という考え方で、これは「生物一医学モデル」と

言われる。これがこれまでの｢病気｣に対する我々

の一般的な対応の仕方であった。

しかしここ十数年の間に考え方が徐々に変わっ

てきた。それが「病者の世界」である。これは

｢寛解者の世界」「半病人の世界」等、その他の言

葉でも表現されている。会場には自分が健康だと

思っている人もいるかもしれないが、完全な健康

者は現在では寧ろマイノリテイになる。極端な例

になるが、例えばノリピーの問題。多分「薬があ

れば」健康であったろうし、我々も健康の象徴、

良識の象徴として捉えていた。しかし事件発覚後

数日で、重度の薬物依存症患者であることが分

かった｡多くの人は｢健康｣の仮面をかぶりながら、

どこかの心身の不調を抱えている。ただし、これ

は病弱児の「病気」とは全く同じと言うことでは

ない。「病気」の意味をより広げて欲しいのであ

るが、こうした心身の不調を訴える人が急激に増

加している。これは、ストレス社会等、社会の変

化も関係しているとも思われるが、このような状

況であると、 「完全な健康は幻想である」という

考え方も出てくる。つまり「完全な健康」はあり

得ない。この中に完全に健康であるという自信の

病気と健康に関するパラダイムシフト

そして、例え幻想であっても、その健康にどの

ように近づいていくか。また、今何か「生きにく

い｣、こうした状態を、どうやって、幻想であっ

ても「健康」に近づけていくか。こういう考えが

あるのですね。これは抄録にも書いた「健康生成

論」で60年代70年代から提唱されています。

それで、講演のテーマは「こころの科学」とし

ています。私は心理学をやっておりますので､｢心

理学」としたいところでもありますが、最近提唱

される、病気に罹った人のこころを扱った理論や

モデル等は、必ずしも「心理学」をベースにはし

ておりません。

例えば「教育学」や「保健学」などは知られて

いますが、 「健康社会学」については余り知られ

てないのではないでしょうか｡これは､先ほど言っ

たアントノフスキーの健康生成論が一つのベース

になっています。これは社会学的に「健康」を捉

えそれにどう近づけていくかを考えるのですが、

もう少し具体的に言うと「健康支援学｣、 「健康行

動科学」がそれに入ってきます。「行動科学」と

いうと「心理学」という捉えもできますが、この

境界線は少々難しい。別名では「健康行動理論」

ともされます。それに、これは私の専門なんです

が「健康情報学」などがあります。これらの本は

最近かなりの数が刊行されています。

「健康」とついていますから「病気」とは関係
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ないのかなと思われる方もいらっしゃるかもしれ

ませんが、病的状態にあるからこそ「健康」を目

指すわけで、健康維持という考えもありますが、

｢健康」を扱った書籍は、 「病気」を扱っていると

考えて良いと思います。

実際にそこで扱われているのは、糖尿病の患者

さんがどうすればコンブライアンスを守ってくれ

るのか。神経疾患の患者さんが、どうすればリハ

ビリテーションを続けるようになるのか、私の

やっていることだとアルコール依存症の患者さん

がどうすればお酒を止めるのか、 というようなこ

とです。そう言ったことを様々なモデル、方法論

を作ってやっていく。その方法論として考えられ

るのが・ ・ ・ ◎

いる。何故だろう？ってことで、人には持って生

まれた心の復元力というか弾性みたいなものがあ

る。持って生まれたものだから変えるのは難しい

けど、それを最大限に発揮するためにはどのよう

にしたらよいか。 リ・インテグレーション。これ

はネット検索しても出てこないでしょうから説明

しますが、例えば、病気で子どもを亡くした親御

さんがいた場合、昔ながらの考えでは、ショック

から始まって、怒り、抑篭なんかの段階を経て受

容に向かっていくと言うのがありますが、どうも

これではうまくいかない。亡くなったものは戻ら

ない、戻らない以上、その状態を出発点にして生

き直すと言う考え方ですね。後は少々古いのです

が、保健行動。病気行動、 llness Behavior、病

者役割行動とか､いろいろな理論が生まれては…

ここに出したものは今のところ消えてはいないの

ですが、考えられてきた。

ただ気をつけなければいけないのは、これらは

全て人の心を扱っています。心を扱っているんで

すが、それぞれが、成り立ちや、範囲や、理論的

基盤も違うんですね。ですから､例えば､こういっ

た患者さんに応用できそうな理論モデルをいくつ

か見つけたとき、特にそれを組み合わせて使う場

合、ハウツーだけでなく、ハウツーも大切ですが、

そのモデルや理論の成り立ちも理解することがと

ても大切であると言うこと。これがこの講演で言

いたいことの一つなんですね。健康や病気に関わ

る本とか、こういうのは病弱関係探してもあまり

ないのですが、看護や心理学の方を探せばけつこ

うあります。そこで、これ面白い！と言うものを

見つけて利用する。それはとても良いことなんで

すけど、 まず、考えるのはこれは「何か？」とい

うこと。例えば健康信念モデルの本を見つけて、

それを実践に移せば、患者さんが自分の病気をど

の程度の深刻さで受けとめているか分かるかもし

れない。ただ、その元は何だろうと言うことまで

理解して実践するのが、私は、個人的には良いと

思っています。

これは何故かと言うことなんですが、ちょっと

失礼なことを言うかもしれませんが、病気の子ど

もの教育や福祉をどうするかと言うことでこの学

会は話し合われています。私がこの世界に入って

こころの科学は心理学だけじゃない

･教育学や保育学は当然として…健康社会学､健康

支援学､健康行動科学(健康行動理論)､健康情報
学……。

･概念としても健庚信念ﾓデﾙ(ﾍﾙｽ･ ﾘｰﾌﾓ

デﾙ)､ｽﾃｰジﾓデﾙ､計画的行動理論､自己効
力､ｽﾄﾚｽｰｺｰピﾝグ､健康統制感(HLOC)､首

尾一貫感覚(SOC)､プﾚｼｰド･プロｼｰドﾓデﾙ(ヘ
ルスブロﾓｰｼｮﾝ)､ﾚジﾘｴﾝｼｰ､ﾘ･ｲﾝﾃ
ﾚｰｼｮﾝ､保健行動､病気行動､病者役割･･…。

｡成り立ちも､範囲も､理論的基盤も異なる

ここには概念も含まれていますね。例えば健康

信念モデルはかなり以前から言われているもので

す。ステージモデル、段階的に健康行動に近づけ

ていくものですね。計画的行動理論、例えば、い

つタバコを止めるのか決める。それから、後ほど

武田先生からお話があると思いますが、 自己効力

感、ストレスーコーピング､健康統制感。あとは、

平賀先生が最近育療で発表されていましたが首尾

一貫感覚、SOC・プレシード・プロシードモデ

ル､これは保健師さんたちはご存じでしょうけど、

地方自治体も巻き込んで、病気の子ども、病気の

人を支援したり、健康維持の指導をしていくとい

うものですね。レジリエンシー、 これは阪神淡路

大震災で有名になりましたが、同じ大震災に遭い

ながら、立ち直る人もいれば、つぶれていく人も
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30年は経ちましたが、その間、様々な事例が報告

されてきました。ただ、ずっと思うっているので

すが、例えば他の障害領域、こういう言い方は余

りしたくはないのですが､知的障害なら知的障害、

発達障害なら発達障害で、一つ、あるいは二つ以

上の方法論にそって、それらの事例報告がまとめ

られていくんですよね。つまり基盤がある。で、

残念ながら、病弱教育にはそういったものがない

んですね。

子どもがいないのではなく、事例報告がないの

ではない。教員､保育士､看護師､心理士の方など、

様々な職種が、いろいろな事例を出しています。

例えば、その報告を元に自分の実践に活かす場

合も、このやり方はこのケースには合うけど、こ

のケースにはこう変えた方がよかった。あるいは

全く利用できなかった、 とか様々な状況があると

思うのですね。あるいは、ある方法だと、非常に

子どもが良い反応をした。

少し難しかったような気もします。先ほど提示し

た様々なモデルは多くは輸入科学です。抵抗もあ

りますが、それ故分かりやすい。例えばシーソー

の絵があってタバコを吸う危険性と、吸うことの

利点をシーソーにかける。徐々に危険性が大きく

なることを患者に自己理解させる。とても分かり

やすく単純ですが、簡単なものでいいんです。そ

こからいろいろな派生系が生まれる。

ただし､こういった単純な理論化をするときに、

病弱の持つ特殊性が妨げになるのは理解していま

す。ただ、それが理由になるのか、 ということを

考えると、必ずしもそうとは言えないように思う

のです。それは他の障害でも同じです。確かに病

弱が一番不利なのは否めませんが。

そう言う点で言うと、やはり何かを作らないと

行けないなと言う気になります。その時気をつけ

ないといけないのが「言葉」の問題かなと思うの

です。

例えば、先ほど述べた健康生成論でも、それを

元にしたプログラムの説明を読むと、あ、この子、

コンブライアンスを守るようになるな、 とか、抗

がん剤治療を続ける気になるかなと思わせるもの

が多いのですが、だけど、その時注意して欲しい

のが「言葉」なんです。先ほども言いましたが、

特に複数のモデルを利用するとき、その元が分

かっていないと、混同して使ってしまう。

病気の子どもの教育･保育一経験則を統合して
エビデンスとして示す力に欠ける

トバ…・・同じコトバか？．

・気をつけること…こころを扱うなら…コトバ
は同じ…ということは必ずしも言えない。

・先の｢概念｣｢理論｣における｢健康｣も全く同じ
なわけではない

。例えば｢死｣･･･過去の研究…赤鼻の先生

・日常用語でも異なるニュアンス

・連携･協働に当たって…統一する必要はな
いだろうが､違うと言うことは知る必要はある

こう言った実践ができるのは、ある意味で、それ

ぞれの方の名人劇的なものです｡ただ残念ながら、

それが集積されて洗練されたり、状況によって修

正されたりと言うことがない。そんな時、何か足

りないなと思うんですね｡まあ､それが｢理論｣｡｢理

論｣というといかにも大学の先生っぽいのですが、

なんというか､あまり堅くない､｢やわらかな公式」

みたいなもの。そういったものが、そろそろ病弱

の世界に出てきても良いのではないかと言う気が

するんですよね。

これは昔から言われてきたことで、いろいろな

試みが行われてきています。上野先生の病気像の

現象学的理解などは代表的なものでしょう｡ただ、

こころを扱っているのだから言葉は同じかとい

うと、必ずしもそうとはいえないんです。具体的

に例が浮かばないのでわかりにくいのですが、例

えば「健康」という言葉自体も多くの意味を持っ

ています。例えば健康信念モデルの「健康」と、

健康統制感の「健康」は違います。 「死」という
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言葉も、一般の人は自分の知っている死を、死と

します。ですから、あるいみでは死に対して決ま

り切った考えになります。これと同じ質問をいろ

いろな死を経験している看護師さんに聞くと、そ

の経験年数によって､様々な死の概念があります。

つまり、一般の人が死に対してマスコミから提供

された比較的ステレオタイプな概念を持っている

のに対して、看護師さん、特にベテランの方の概

念は分化している。これは心理学で言うと「成熟

した概念」になります。ただ問題は、この成熟し

た死の概念を持つ医療者が、多分ないとは思いた

いのですが、相手も自分と同じように「死」を捉

えていると思って一般の方とコミュニケーション

をとることです。

赤鼻の先生の例も出しましたので、お話ししま

すと、おとといですね。赤鼻の先生は隣のベッド

の患者さんの死に打ちのめされて、 しばらく立ち

直れなくなるシーンがありましたが、これは、お

そらく赤鼻の先生がこれまで持っていた「死」の

概念が子どもと違っていた。自分がこれまで考え

ていた「死」と、子どもにとっての「死」は違う

んだ、そう言うことに気がついて、おそらくはそ

の辺で、 自分の中でのコミュニケーションギャッ

プを起こして動けなくなったのではないかと、立

ち直りましたけどね。

日常生活でも、その置かれている場でコミュニ

ケーションギャップが生じます。例えば友部東の

岡村先生と、抄録についていろいろやりとりしま

したが、そこで使われている「アンケート」とい

う言葉。これは医療では普通に使うんですが、心

理学だと、 「構造化されていない思いつきの質問

紙」という印象があるんですね。これは私が悪い

わけではないです。そう言う教育をされてきまし

たから。

私たちは、医療と教育の場で仕事をしています

から､その時に通じないことは多いと思うのです。

また、通じているけど何となく違うという感じも

受けていると思います。特に、こういった「何と

なく通じてしまう言葉」って怖いと思うんです。

医療や教育等で連携する場合、言葉の統一は必

要かもしれませんが、それ以前に「違う」「違う

かもしれない」「自分の意図通りに伝わっていな

いかもしれない」ということは、知っておいた方

が良いと思うんです。

病気のこどもにこころの

科学ができること

。 （教育･保育等を含めて)こころの科学は病気
（特に身体的な)を治せない･･･こころを健康

に向けること(ヘルス･エンパワメント)はでき

る。

。 「非日常(こころの病的状態)｣を｢日常(こころ
の安寧)｣に近づけることはできる。

･病気が日常で在る限り、｢健康な病人」

最後の話になりますが、病気の子どもにこころ

の科学ができること、でお話しします。

おそらく健康・保健を含めて、こころの科学だ

からと言って子どもの病気を治すことはできませ

ん。心の病も無理です。こころの科学で病気を治

すというのは非常に難しいと思います。ただし、

｢こころを健康に向ける」ということ。つまり「元

気になろう」「元気になるにはどうしたらよいだ

ろうか｣、これはヘルスエンパワーメントといい

ますが、ヘルスエンパワメントが高まったと言う

ことはエビデンスとして示す事ができます。これ

を追求していくのも一つの方法かもしれません。

非日常、つまり私のようにいろいろ病気を持っ

ていても、それが日常で在る限りは不健康だと

思っていません。少なくとも非日常ではありませ

ん。ただ、 この学会を引き受けたときの入院して

いた状況はもろに非日常でしたが。ただ、それを

日常に近づけていくことはできる。

つまり､病気が日常で在る限りは､｢健康な病人」

といえます。つまり、生理学的に見れば私は病人

ですが、主観的には健康です。言ってみれば、こ

ういう状況に子どもさんを近づけることが私たち

の仕事の目的ではないかと思っています。

(一部要約してあります）
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基調講演

病気の子どもへの教育的支援

武田鉄郎（和歌山大学教育学部）

I チームの中での役割

病気の子どもたちとつきあって様々なことを学

びました。心身症等で思うように動けなくなり、

思うように生きることが出来なくなり、苦しんで

いる子どもたちがいます。また、 ターミナル期に

ある子どもを目の前にして、何も出来ないでいる

私たちがいます。そのようなときに次の言葉が心

に染みこんできます。 「力は弱さの中でこそ十分

に発揮される」という言葉です。この言葉によっ

て自分自身を支え、新たな気持ちで子どもを理解

し、支えていこうと思うことがあります。私のエ

ネルギーの源になる大切な言葉です。

さて、今日は「病気の子どもへの教育的支援」

というテーマでお話をいたします。まずはこのお

話を進めていく上で、私たち教育者は医療者をは

じめとする多くの人たちとチームの中でそれぞれ

の役割を果たしているということを自覚する必要

があります。入院期間の短期化に伴い病弱教育に

かかわる多くの問題があがってきています。例え

ば、入院中の教育保障の問題です。院内学級等が

多く設置されていても短期入院のためにそれらを

利用できない場合が多々あります。それは学籍を

移動しなければならないためだからです。また、

退院しても小児がんの治療を行っている子どもの

場合、すぐには小・中学校等に戻ることができな

い場合が多く、教育に空白が生じます。

武田・田中ら（2009）は、入院・治療を必要と

する子どもの院内学級等の病院内教育について各

都道府県・政令指定都市教育委員会を対象に調査

した結果、入院してきた子どもの学籍を移動する

目安となる期間を設けていないと回答した自治体

が55.6％、期間を設けているとの回答した自治体

が43.4％であること、 また、学籍移動を行わない

子どもに対して、院内での教育保障を行っている

かどうか、 という質問に対して「行っている」と

回答したところが35.8％あり、入院前に通学して

いた学校において「出席扱い」としている自治体

が18.9%であったことを明らかにしました。出席

扱いをする根拠は、 「交流教育の一環として行っ

ている｣、 「通級による指導という考え方で行って

いる｣、 「不登校の児童生徒が適応指導教室に通っ

ている場合と同じ考え方｣、 「校長の判断により出

席扱いをしている｣、 「教育委員会から教員を派遣

している」でありました。各教育委員会でその対

応に多様さがみられましたが、近年、入院する期

間が短くなっていることから期間を設定すれば対

象とならない子どもが増加し、教育を受ける機会

が少なくなるため期間を定めていない、学籍を移

動しなくても病院内で受けた教育を正式に評価し

出席扱いにする自治体があることが明らかになり

ました。

しかし、海外の場合、イタリア、スウェーデン、

オーストラリアなどでは学籍移動は行わないで病

院内での教育が行われています。学籍移動しない

ということは、病気の子どもにとっては転学しな

いでよいので様々なメリットが出てきます。学校

教育の責任は、小中学校や高等学校にあり、個別

教育計画等は基本的にホスピタルスクールの教員

と協働で作成します。小中学校等の教員が病院や

ホスピタルスクールの教員に積極的に連携を図ろ

うとすることが日本の場合と違うところです。

しかし、我が国の制度は、院内学級等での在籍

者数で教員配置が決定されているので、在籍する

児童生徒がいなくなれば院内学級は閉級せざるを

得ない現状があることを忘れてはならないことで

す。

オーストラリアのシドニー小児病院では、図に

示したように、入院中の復学支援と復学のための

－15－



治療中の教育支援 普通､病気というと、日本では､疾患(Disease)

をイメージします。しかし、この分野では、疾患

(Disease) と病気(nlness)を区別します。その

違いは、

★疾患とは、生物学的状態、客観的状態をいい

ます。

★病気とは、 自分が病気であるという主観的状

態を言います。

例えば、

・重大な痛みや衰弱が起こっている感覚上の変

化。

・普段の役割が遂行できないこと。

・これからの活動に影響するかと思われる主要

な身体上の変化や症状を自ら主観的に感じる

ことです。

子どもの病気に対する主観が行動に及ぼす影響

は大きなものがあり、これらのことを知り、指導

に反映させていくことが大切かと思います。

｜ ｻポｰﾄﾁｰﾑ I
-G

生徒のための個別教育計画

|蕊瀞銅鰯鯛縢簿）
皿一 幻｡シ

｜以上のことをｻポｰﾄチーム内で役割分担する｜

伝辮溺巽謹縦撫}値］
』し

I計画を皇行し､生縫菖身､ｸﾗ率-卜､学校のﾆｰズを確認し､必l要に応じて修正する

子どもの健康面、

会面､学習面の目
設定

学校と生徒をサ
ポートするための
方略を計画

学習保障と学校やクラ

スメイトとの関係を保
つための方略を計画

図1 入院中の教育支援（シドニー小児病院）

復学のための教育支援

｜ ｻポｰﾄﾁｰﾑ ’
ユー

生徒のための移行計画の作成
戸 司

子どもの復学に際し
て直面する健康､社

会､学習に関する問
題解決

〆 -、

復学に際して､個別
のニーズを支援する
ための方略を計画
L ノ

復学を成功させるため、
の身体的な配慮とまわ

りの人々の理解を図る

ための方略を計画 型 【｢できる」とは違う「わかる｣】

病気の子どもを支援することとは、子どもに寄

り添うとは、共にいることの意味とは、 「Want」

と「Need」の使い分けができる教師であり、

｢Doing」と「Being」の違いが分かる教師である

と考えています。教師は、すぐに「Doing」すな

わち、教育活動を教育と置き換え指導しようとし

ます。しかし、 ターミナル期にある子どもや不安

感の高い子どもは、教育活動を拒否することがあ

ります。また，実際に教育活動ができない子ども

もいます。そのような時に、 「Bemg｣ (存在、そ

こにいる)という考え方が非常に重要になります。

最近では個別の指導計画を作成するようになり、

｢○○ができる」という指導目標がほとんどにな

りました。

最近、私は「できる」とは違う「わかる」とい

う概念を自分の中で醸成しています。個別の指導

計画が普及する中で（作成することは大変よいこ

とですが・ ・ ・ ）、一つ危倶することがあります。

目標設定をするときには、特に短期目標を設定す

るときに、なるべく具体的に、行動目標として書

くことがよいとされています｡私もそう思います。

しかし、 「○○ができる」とは、 「行為による目

迎夢 ﾐノ 〈少

|以上のことをｻボｰﾄﾁｰﾑ内で役割分担する’

↓↓

|雷雲灘節M…塞施1吋
、

看護師や教師
が学校に 移行計画を実施 1

図2復学のための教育支援(シドニー小児病院）

教育支援が明確にされ、チームの中で個別教育計

画と移行計画を核として教育が行われていいま

す。参考になることが多くあります。

Ⅱ病気の子どもへの心理社会的支援

【病気の人たちの行動】

病気の人たちの行動

人間の行動 B=f

病気の人の行動B=f
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病気の人たちの行動は､｢I｣が入ります。この｢I」

は、 IIInessの意味です｡mnessは、人間の行動に

大きな影響を与えます。
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標達成」です。病気の子どもは「できる」ことの

喪失を体験しています。特に、 ターミナル期にあ

る子どもは、できないことが多くなり、最期を迎

えるのです。大切なのは、 「○○がわかる」とい

うことです。 「わかる」とは､｢心理的状態」です。

病気の体験は、患児の認知的評価の変容をもたら

し､次第に「できること」が減少し､無力感に陥っ

てしまいます。教師との関係性の中で「わかる」

ことで共感・共有していくことは学習をする上で

重要な営みです。

きます。

しかし、必ずしもいつも病気がよくなるものと

は限りません。体調が悪化したり、病状が進行し

たりすると､また､第1段階の不安の軽減等に戻っ

てしまいます。病気の子どもの心理社会的問題に

対して大きなアンテナを広げ、子どもとの関係性

を重視し、言動を手がかりに把握していく必要が

あります。しかし、不安があまりにも高く、耐え

られない不安であれば病的不安として現れます。

【関係性を高めるかかわり】

健康心理カウンセリングの過程と効果を考えて

いく時、次の1～7まで行きつ戻りつつ進んでい

きます。

1 不安感、緊張感の軽減一リラクゼーション、

安全感の増加

2問題の見方の検討一認知の変容

3信頼感（自己、他者に対する）の上昇

4自己像と自己評価の上昇一自尊の心

自尊感情を高めていくことは、教育活動の中で

は大切なことです。病気になるということは、著

しく自尊感情が落ちていきます。

1～4までは、心の中の出来事であり、なかな

か人には見えづらいことです。しかし、ここに病

気の子どもたちは多くの問題を抱えています。こ

の4つの課題についてある程度満足しないと次に

は行きません。教師に見えてくるのは、 5． 自己

効力感の強化からです。

5 自己効力感の強化

外界の事柄に対し、 自分が何らかの働きかけを

することが可能であるという感覚。心理学などで

用いられ、アルバート ・バンデューラが提唱した

概念です。この自信に似た動機を高めることは、

自己管理能力を高め、ストレスを軽減するために

は大切なことです。

6チャレンジ

先生、あれしようよ。これに挑戦したいという

ようになると、教師にはみえやすく、それがやる

気があるとみえるのです。

7 自己成長一自己実現

最後は、 自己成長一自己実現と成長を遂げてい

【病的不安の解消】

病的不安の解消として身体化・行動化・体験化

というように3つの方向に現れてきます。身体化

とは、おなかが痛くなったり、頭痛がしたり不定

愁訴など身体に現れることを言います。行動化と

は､赤ちゃん返りなどの退行行動や食行動（拒食・

過食)、描画行動（小児がん病等では不安定な絵

を描くことがよくみられます)、飲酒行動、買い

物行動など多くの行動化が例として挙げられま

す。

身体化、行動化している時は、不安は意識下に

あります。不安を心で捉えられなく、意識化でき

ない状態で起こります。

これに対して、体験化は、不安を意識し、心で

捉え，感じ、悩み、それを言語に直していく過程

を言います。

私たちは、行動化、身体化せざるを得ない状況

下にいる子どもたちの支援を考えるとき、問題行

動にどのように対処するのかという視点ではな

く、なぜ身体化･行動化せざるを得ない状況であっ

たのかを、前後の出来事や環境因などを考慮し、

推測し、理解を深めていくことが大切です。子ど

もが自分の不安を意識化出来ない状態ですので、

心のありようを知る手かがりとなり得るのです。

ですから、問題行動はウエルカムなのです。言語

をもっている子どもも （大人も）不安が高いと、

それを言語化できなく、身体化・行動化し、不安

を解消しようとするからです。大きなアンテナを

つけ、子どもたちの行動や身体化、言語化から理

解を深めていくことが重要です。
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L幽塑」 ’｜心理的適応 ’
7

’疾患や治療の背景 程 一一→社会的適応

、
|"獺関繍’ 身体的健康適応

慢性疾患の適応に関する影響モデル,Stantonetal. (2001)

図3慢性疾患への適応に関する影響モデル

【慢性疾患への適応に関する影響モデル】

私たちは、病気の子どもを心理社会的に支援し

ていく必要があります。この説明には図3に示し

た慢性疾患への適応に関する影響モデルが参考に

なります。時間がありませんので、ゴールからお

話しします。病気の子どもたちが身体的健康適応

を目指していることです。ここで言う適応とは、

｢よい状態」を指します。そして、次に「心理的

適応｣、そして、対人関係を含め「社会的適応」

を目指しています。

これらの適応に影響を与えるものとして、①個

人的背景、②疾患や治療の背景、③環境や人間関

係の背景、④認知的評価、⑤対処過程が挙げられ

ます。

慢性疾患への適応を予測するものとなる①個人

的な背景としては、年齢等発達段階やパーソナリ

ティ （ある個人の環境・刺激に対する反応様式の

総体）などが挙げられます。この個人的背景が疾

患や治療の背景や認知的評価、対処過程に影響を

与えるのです。

②疾患や治療の背景について、慢性疾患は、病

気の自己管理等によるコントロール可能性、病状

の予測可能性及び重症度など多数の概念次元に

沿って変化します（例えば、致死性のある疾患、

生活崩壊に至る疾患など)。疾患のもつ特異性及

び治療のもつ特異性は、少なくとも部分的にはこ

れらの概念次元に位置付け、考慮していかなけれ

ばなりません。例えば、疾患がどのように推移し

ていくのかの問題を考えたとき、進行性であるの

か、あるいは寛解性であるのかにもよるのです。

また、予後、要求されるライフスタイルの変更、

副作用の問題も含め、適応に大きな影響を与えま

す。

③環境や人間関係の背景としては、家庭環境、

入院環境、学齢児にとっては学校における教育環

境が重要です。また、親子関係、友人関係、医療

者等との関係及びそれらの人々とのソーシャル・

サポートを高めることがス1､レス反応を軽減し、

慢性疾患への適応に影響を及ぼします。

④認知的評価とは、一次的評価と二次的評価に

区別されます。一次的評価は、出来事がどの程度

子どもにとって脅威的であるかどうかというスト

レッサーの脅威性、あるいは重要性に関する評価

です。例えば、自分が病気になったとき、大変な

ことだ、困ったことだなどと認知することです。

二次的評価は、ストレッサーに対する対処行動に

ついての評価です。二次的評価おいて、 「何とか

できる、原因をなくせる」など積極的に対処しよ

うとする評価をするか、それとも「どうすること

もできない、あきらめるしかない」など、コント

ロール不能感を強く持つかによってその後の対処

行動が異なってきます。

⑤対処過程では、様々な対処行動がみられます。

対処行動とは、ある問題状況に対し、それを解決、

予防、回避しようとする行動の総体をいいます。

慢性疾患の子どもたちは、①個人的背景、②疾患

や治療の背景、③環境や人間関係の背景、④認知

的評価の影響により、対処過程では現実逃避や問

題の極小化などの消極的対処行動を行ったり、症

状に応じて適切な対処行動を選択遂行し、自己管
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ますo 「苦しいことから逃避することが悪いこと」

というような概念が非常に強いです。病気の子ど

も達の中には、時には、対処行動として逃避する

ことが大切な時があります。特にコントロール不

能感を持つようなストレッサーを抱えた時には逃

げざるをえない場合があります。腎不全を再発し

入院した子どもの事例です。教師に、再発した時

の気持ちを聞かれた時に大粒の涙を流した女の子

の授業を私は見たことがあるのです｡ 3～4分泣

きじゃくりながら、 こう言いました。 「悪いこと

とは知っているけど、再発した時、看護師さんに

当たり散らしてしまった。頭の中が真っ白になっ

てしまった。どうしてよいか分からなくなってし

まった」と言いました。当たり散らすというのは

現実逃避です。 「どんな看護師さんに？」「大好き

な看護師さん」と答えました。私たちにはどうす

ることもできないことがあります。特に病気や障

害はどうすることもできない。そういうストレッ

サーがかかった時に、一時期は逃避します。しか

し、一生逃避しているわけではありません。それ

から問題の極小化についてお話します。とても悪

いことをしたにもかかわらず、何もなかったかの

ようなふりをするという対処行動をとることがあ

ります。それから「自己非難』です。私の経験と

しては、筋ジストロフィ－の子どもに多かったで

すが、 「僕さえ生まれてこなければ、お父さんも

お母さんも幸せだったのに」「僕さえ生まれてこ

なければ・ ・ ・」、 20歳で死んだ子がよく私にこ

う言っていました。この自己非難も一つのコーピ

ングなのです。だけど自分を責めることによって

新たなるストレスがまた出てきます。

これら消極的対処行動に対して、積極的な対処

行動もあります。例えば、いかにその問題を解決

するか方法を探って、解決してしまうというやり

方があります。これは「手段的行動』という対処

行動です。これは能力が高くてモチベーションも

高くて、先生方のような方はよくやるコーピング

の仕方です。ある問題事態が起き、ストレスが起

こる。よし、これに対して解決してやろう。そう

いう解決の仕方です。それから｢折衝』というコー

ピングの仕方があります。これがダメだからでき

る別のことを行う、 ということです。これも進行

理をしようとする積極的対処行動を行ったりその

ときの心理状態により様々な対処行動を行いま

す。次に対処過程について述べます。

【ストレスへの対処過程（コーピング)】

ストレッサー、すなわち、ストレス源があり、

一人一人違います。対人関係にものすごく傷つく

子がいます。対人関係だけではありません。物理

的に暑さ、寒さに弱い子もいます。ストレスはそ

の人にとってそれぞれ違います。自分のことをま

ず考えて、次に子どものことを考えてください。

皆さんの担当されている子どもはどういうスト

レッサーを持っているかお分かりですか。

次に、モデレーターという私たちの心の機能が

あります。ここでストレスを軽減する働きをして

います。対処行動と周りの人々からの支えである

ソーシャル・サポート、 この2つによってストレ

スを軽減しています。しかし、ストレッサーを完

全に解決できるものではありません。必ずといっ

ていいほど燃えかすが残るのです。そのストレッ

サーには、いろいろと種類があります。頑張れば

すぐに解決するようなストレッサーもあれば、障

害や難病にかかった子どもはどうでしょう。その

病気そのもの、障害そのものは解決できますか？

もしそれにかかわるストレッサーであれば、コン

トロール不能であります。 1ミリ、この黒い燃え

かすが1ミリ溜まっても爆発する子もいれば、 1

メートル位積もっても大丈夫な子もいる。これも

1人1人違うのです｡ストレスによる症状により、

身体や行動や心に出てくることがあります。 1人

1人違うのです。ここが大事なのです。

ストレスを軽減する2つの要素は、周りからの

さまざまな支援、すなわちソーシャル・サポート

と対処行動、コーピングと言うのですけど、それ

はある問題状況に対してそれを解決、予防、回避

しようとする行動です。

時間の都合上いつも8つ紹介をいたしますが、

簡単に2つに分けて説明をします。

まずはネガティブな対処行動を紹介します。人

に当たり散らす、一人きりになる、困った時にそ

こから逃げ出す現実逃避です。日本の教育の中で

は『逃避』 ということが罪悪のようにとられてい
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ソーシャル･サポートの効用

１
１
１
１

不機嫌｡怒り

抑うつ 不安
認
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戸〈トレ
ど次”評；価

無力的認知思考

身体的反応

---4
ソーシャル･サポート

サポート源

(父、母、きょうだい、
教師、友人、医療者）

一

矢印は効用を示す

図4ソーシャル・サポートの効用

性の病気の子どもたちはある時点でこれができて

も、できないほど進行してしまうので、これを折

り合いをつけて、これはダメだけれどこれはでき

るんだというふうに変えていくのです。価値を転

換していくのです。これはモチベーションが高く

ないとできないです。また、 自分は支えられてい

ると感じている子どもがとりやすいコーピングで

す。筋ジスの子ども達がこういうコーピングの仕

方をしているのを見ると、大変いい教育を受けた

のだなあというように感じます。

また、 『サポートの動員』という対処行動があ

ります。人に話を聞いてもらう、気持ちを分かっ

てもらうなどのようなことです。ストレスを軽減

するには大変有効な対処行動ですが、問題を抱え

ている子どもたちは人間関係でも失敗しているた

めにこの対処行動がとれないことが多いです。

最後に､｢意義の探求」というポジティブなコー

ピングの仕方があります。人生の意味を知る、祈

るというような対処行動で人生において価値感が

変容し、外からみると不幸にみえることでもその

意味を知り，感謝にかわるというものです。

人は、ストレスの原因であるストレッサーを心

でどのように評価しているかということを認知的

評価と言います｡ 2つの段階に概念的には分類さ

れています。まずは、一次的評価です。出来事が

どの程度脅威的であるかどうかというストレッ

サーの脅威性、あるいは重要性に関する評価で、

簡単に言いますと、 「大変なことだ｣、 「困ったこ

とだ」などという評価になります。次に、二次的

評価です。それはストレッサーに対する対処行動

について評価を言います。具体的には、 「何とか

できる｣、 「原因をなくせる」などの問題解決につ

ながるような評価と、 「あきらめる」というよう

な評価です。問題解決につながるような評価をし

た場合、積極的対処行動をすることにより、問題

解決を試みようとします。その結果、ストレス反

応も軽減されます。しかし、あきらめるという評

価をした場合には無力感が心に広がり、情緒が不

安定になり、対処行動も現実逃避などの消極的対

処行動をとるようになり、ストレス反応は軽減し

ません。

図4の下にあるソーシャル・サポート （他者か

ら支えられるという期待）はストレスを軽減し、

認知的評価にも影響を与えると言われています。

｢支えてもらえる」という期待は、ストレス対処

過程において重要なことであり、あきらめ、絶望
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図5 自立と社会参加に向けての自己管理支援のための関連図

感、無力感が高まる中で、ソーシャル・サポート

を高めることにより、 「これは出来なくとも別の

ことなら出来る」という対処行動をとるようにな

ります。

どうしたらソーシャル・サポートが高まるかと

いうことですが、簡単に説明します。どうぞ先生

方、指導案にぜひ盛り込んで下さい。まずは、情

緒的サポートです。私は、これが一番大事だと思

います。喜びは分かち合う、お互いに認め合うな

どの情緒面からの援助であり、他者との親密性や

信頼関係に関する援助を言います。それから2番

目は実体的サポートです。物理的なやり取りや実

際に世話をする実質的な援助を言います。ただ勘

違いしないで下さい。できることまでやってあげ

るということではありません。できることを奪っ

てはいけません。できないことをサポートするの

は大事です。だけどできることまで奪うことは過

保護であり、それはある意味では、できることを

止めてしまうことですから、虐待に近いです。そ

れから、 3番目は情報的サポートです。問題を解

決するための必要な情報や助言の提供などのよう

な情報面からの援助を言います。

自己効力感の効用を3つ紹介します。まずは、

認知的評価の2次的評価において、あきらめにく

くなる傾向が強くなります。ですからこのあきら

めにくくなるということは、コントロール可能感

が高くなるということで､非常に大事なことです。

次に、対処行動ですが、積極的な対処行動が増

えてくるのです。そして、 3つ目は、ストレス反

応が軽減されます。

では、どのようにしたら自己効力感を高めるこ

とができるのでしょうか。

第一番目は、自分で行動し、達成できたという

成功体験の累積をしていくことです。ただし、セ

ルフイニシアチブが子どもにあるかということ

が、大切なポイントです。逆に、自己効力感を低

めてしまうことは失敗経験をするということで

す。

次に、代理的経験です。自分と同じ状況、同じ

目標を持っている人の成功・体験や問題解決を学

ぶ。あの人にできるのなら、私にもできるという

情報です。筋ジスの先輩が上手くやっている姿を

見ることは、すごく後輩たちにとっては勇気にな

ります。自己効力を上げるもとになります。しか

し、条件が揃っている人が、できるのを見たり、

聞いたりするのは、 自己効力を下げてしまうので

す。

次に、専門性に優れ、魅力的な人から励まされ

【自己効力感を高める授業】

自己効力とは、ある行動を起こす前にその個人

が感じる遂行可能感を言います。
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たり、誉められたり、 きちんと評価をしてもらう

ということが、 とても大事です。皆さんは専門性

に優れています。しかし、子どもにとって魅力的

な人かどうかは、私には分かりません。逆に、無

視される、評価されない、叱られるなどは自己効

力を下げてしまいます。

最後に、生理的・情緒的状態です。課題を遂行

した時に、生理的・心理的に良好な反応が起り、

それを自覚することが挙げられます。とても楽し

い。すごくいい状況であるということを、本人が

自覚することがとても大事です。逆に、疲労や不

安や痛み・緊張等、ネガティブな思い込みが存在

すると、 自己効力そのものを下げてしまいます。

慢性疾患児が自立と社会参加に向けて、心理的

に安定し、 自尊心や自己効力感を高め、健康行動

を促進するために知識や技能を身につけ自己管理

能力を育む過程における環境因子との関連を図4

に示しました。個人が健康の維持・増進を図るた

めには、様々な専門家を含めた周囲の人々のソー

シャル・サポートが必要です。これら様々なソー

シャル･サポートを本人が認知し､知覚されたソー

シャル・サポートを高めていくことが求められま

す。小児がんや進行性筋ジストロフイーなどター

ミナル期や再発時､又は病気の進行などにおいて、

病状の悪化等で不安や緊張が高いときは、知覚さ

れたソーシャル・サポートを高めるようなかかわ

りが重要です。周囲とのかかわりの中で安全感や

安心感を得ることができるような支援がなされる

と、子ども自己や他者に対する信頼感が高められ

ます。さらに教育環境の中での様々な活動やかか

わりを通して自尊心が高まると、 自己効力感も高

まり、物事に挑戦する力につながることが期待で

きます。これらのことは個人の心理的、内面的な

課題です。慢性疾患児のこれら内面的課題を支援

すると共に、彼らの知識や技能を高めていくこと

も教育の大切な営みです。慢性疾患児の場合は、

自らの病気の理解を図り、 自己管理のための技能

を身につけていくことで、健康行動を促進してい

くことができると考えています。さらに自立と社

会参加を促していくためには、医療、福祉、労働

等と連携を図りながら、学校教育において自立活

動を基盤として進路指導、職業教育を充実させて

いくことが求められます。慢性疾患児への自己管

理支援は、 自立、社会参加への支援であるともい

えるでしょう。

文献

武田鉄郎（2006）慢性疾患児の自己管理支援のた

めの教育的対応に関する研究．大月書店．

武田鉄郎・田中賀陽子他(2009)病院内にある特

別支援学級及び特別支援学校（病弱）に関する

調査．厚生労働科学研究費補助金（がん臨床研

究事業） 「働き盛りや子育て世代のがん患者や

がん経験者、小児がんの患者を持つ家族の支援

の在り方についての研究」報告書（課題番号

H20-がん臨床-一般-001研究代表者真部淳).
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ボスターセッション

ボスター発表は、 日本育療学会では今回の学術

集会が初めてとなります。基本的に、教材を見て

触って行う発表や、参加者からの意見を聞くパイ

ロットスタディ等には適した発表形式ですが、今

回は発表者の希望を第一と致しました。

また、参加者より、短時間でも良いので一つ一

つの発表を説明する時間を作って欲しいと言う要

望もありました。

今後、発表件数が増加するにつれ、必要となる

発表様式ですので、定着するようであるなら、発

表種別の緩やかな基準や発表方法の工夫は必要か

も知れません。

だ」という気持ちが現れているのは彼らが親や現

状を乗り越えてきたからこその気持ちの芽生えで

あるのではないかと思います。

P－2病院内学級担当教員が意識する職務につ

いての検討

（小沢和也・他）

発表中ずっと極度の緊張に襲われていたことも

あり、様々な先生方がいらしてくださったにもか

かわらず、ほとんど内容を忘れてしまっているの

が正直なところです。副島先生とも色々なお話を

させていただいた記憶だけは残っているのです

が・ ・ ・ O

そんな中唯一覚えているのが、 「病弱教育の専

門性とは何か」という内容の討論でした。質問を

して下さった先生は、今度大学で病弱教育の講義

を担当されるらしく、その際に自分なら病弱教育

の専門性は何であると教えるか、 という質問でし

た。環境や病状の多様さから、なかなか専門性と

いうものが生まれてきづらい部門であるとは思い

ますが、だからこそ、そういった状況で生まれて

くる様々なニーズに対し、 自身の職務に対する考

えも交えながら､臨機応変に対応していく能力に、

病弱教育の専門性があるのではないか、 と回答さ

せていただきました。

病弱教育に関する知識も経験もない自分がこの

ような意見を述べさせていただくのはおこがまし

いとも思いましたが､多くの先生からお話を伺い、

病弱教育についてさらに研究、そして経験をして

いきたいと考えさせてくれる、大変貴重な時間と

なりました。貴重な時間と経験を与えて下さった

皆様に、心から御礼申し上げます。本当にありが

とうございました。

以下は、それぞれの発表者からの感想になりま

す。発表より数ヶ月後に執筆依頼したため、様式

は統一されていませんがご容赦ください。

(文責小畑文也）

P-1 ALS患者を親にもつ子どもの親への感

情に関する質的研究

（末廣由衣・他）

<論点＞

本研究は調査対象が希少で、その中での結果を

一般化するため有効な分析方法としてM-GTAを

採用した。また、ケース研究ではなく対象者の中

での一般化が図れたという点で貴重な研究になる。

M-GTAを採用したことにより、ALS患者を

抱えた家族、子どもにどのような心理的変化が起

こるのか、その流れが理解できるものと考える。

<発表の感想＞

聞きなれない分析方法への皆さんの関心が高

かったように思います。病気、介護、家族といっ

た内容から、現代の老人介護の問題や子どもの不

登校や引きもりといった「家族システム」ともリ

ンクするのではないか、 との貴重なご意見も頂き

ました。確かに今回、対象者の方がたの心理的変

化や葛藤は見られましたが、最終的には親の病気

を受容し、 「これからの自分はこう生きていくん

P－3長期入院児に遊びの機会を保障する病棟

密着型ボランティアの現状と課題（小松華奈･他）

＜論点＞

どういった組織になっているのか、医師が責任

者になることの利点は何か、そしてどうして医師
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が責任者となったのか、入院児の病状などの情報

はどこまで、どのようにして管理しているのかと

いった点が議論の焦点となった。入院児の個人情

報の取り扱いや病院側との連携についての問題点

が指摘されている院内のボランティアゆえの論点

であったと言える。その点、本研究では責任者を

医師が担うことでそれらの問題点が軽減されるこ

とがあるという結果に稀少価値が見出された。更

に、医師が責任者となりボランティア活動を牽引

することで、ボランティア活動者に対する保護者

からの信頼も得られるという点には納得の声も聞

かれた。

病院と学校、そして患者といったそれぞれの立

場の人間が入り組んだ育療学会ならではの困難点

や問題点が、ポスター発表の場において活発に議

論できたことが自分にとって、今後の課題に取り

組む上で非常に有意義なものとなった。

る筋ジストロフィー児の卒業後の生活の質を高め

るための教育内容、特に選択教科及び総合的な学

習の時間における取組の内容とその成果を報告し

た。筋ジス児に対応する教育課程のあり方や肢体

不自由学校に在籍する筋ジス児への対応について

意見交換がなされた。

P－6重度・重複しようがい児（者）のキネシ

クス情動表現分析に関する研究一感覚教材と情動

表現記録法を中心に一 （江頭進）

＜討議事項＞

「感覚教材については、モンテッソーリ教育の発

展として考えられるが、自発的活動をどう起こさ

せるかがポイントとなる。スイッチ教材等も検討

していく必要がある。また、キネシクス情動表現

分析については、一般対象のものなので重度・重

複しようがい児用に検討することが必要である。

さらに、複数ビデオ撮影による立体的測定と脳科

学的な測定で捉え、情動変化と脳内変化の相関性

なども発展的に研究できるのではないだろうか。

重度・重複しようがい児は福祉や医療分野の対

応で十分であるという国が多く、戦時下などでは

教育できない。教育を実施している国として教育

の必要性について理論的説明ができるようにして

いくことも必要であろう。

P－4現在人の健康嗜癖について

（伊藤由美子・他）

大学院にいるため、現場で働いてらっしやる方

からのご質問やご意見は、自分では気づきにくい

ものが多く、参加する機会を得られたことを嬉し

く思います。

また、ある教師の方から、病状が重いこどもと

健康についてのお考えを聞けたことは、普段大学

と自宅の往復では触れられないものでした。健康

へのこだわりがそのまま生きることにつながる世

界があるなかで、そんなこどもたちにとって健康

とは何かというご質問には、いまだに考えさせら

れています。

人や立場や文化、歴史によって大きく変わる健

康というものについて、いろいろな方からご意見

やご質問に感謝しております。

これからずっと続く大きな問題提起をされまし

た。

P－7場面鍼黙を持つ保育園児のための疾病概

念理解と家庭との連携を主軸とした支援導入の試

み（丹羽健太郎・他）

発表時間中は、看護師・市の教育相談員の方か

らご質問やコメントをいただきました。内容は大

きく2点で、 l)場面絨黙についての基本的な質

問と、 2）場面鍼黙児への対応経験の共有化と本

事例への示唆でした。現場において場面絨黙の症

状を持つ子どもたちに最も対応しているのは教育

機関であるようで、対応方法は個別化の度合いが

強そうだと思われました。今回発表した対応方法

は、既存の対応指針を部分的に実施したものでし

たが、今後の経過を見守りながら結果を評価して

いきたいと思いました

P－5筋ジストロフイーの卒業後の生活の質を

高めるための教育内容（笠原芳隆）

今回の発表では、平成20年度B校高等部におけ
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口頭発表Ⅲ

｢病棟の心理支援」

座長濱中喜代（東京慈恵会医科大学）

土屋忠之（東京都立墨東特別支援学校）

Ⅲ－1 ．重度・重複障害児の療育的音楽活動

一こころと身体から「自副を育てる－

高山仁（たかやま音楽療法研究所）

ウエルドニッヒ・ホフマン病のN支援学校小学

部児童に対して、 2年間D・スターンの理論を背

景にした療育的音楽活動（月2回30分）を試みた

内容を関与観察、ビデオ観察し、質的に分析した

研究報告である。結果は1期の呼応的音楽活動

(musicing)の場の受容から、 5期の一連のオー

ガナイズを主観的見通しを持って統合するまでに

ついて報告された。 「他者を意識した自己」の獲

得が示めされており、意思疎通の難しい児童に対

しての療育的音楽活動による自己を育てる方法と

して、今後の活用が期待される興味深いもので

あった。

Ⅲ－3．入院児の病床環境に関する研究

古宇田千晶、高田麻衣子、小畑文也（筑波大学教

育学部研究科）

入院児の病床環境について、持込の規制を調査

や聞き取りから実態把握し、実際に小児病棟の小

児のベッド周りの撮影や子ども・保護者への面接

から入院児の特性を明らかにする研究である。子

どもの側にたって、生活の場を豊かにしていく視

点の研究であり、 自分と家庭、学校との関わりを

認識できるという持ち込む私物のもつ意味につい

て、再認識させられるものであり、 さらなる継続

研究が望まれた。

Ⅲ－4．自己表現としての写真活動

一自由な自己表現から生まれる自己肯

定感。他者との交流－

酒井貴子(NPO日本写真療法家協会）

小児専門病院で行われた自由な自己表現として

の写真活動、全6回のワークシヨツプの写真1015

の解析の研究である。自分の気に入った作品がで

きた達成感や喜び、発表会で褒められた自信が輝

く笑顔につながったり、写真という表現活動を楽

しみながら自己肯定感や他者とのコミュニケー

ションが促進させたりしたケースの報告があっ

た。アートセラピーとして、今後どのように具体

的なケアにつなげていけるか等、意見交換がなさ

れた。

（文責濱中喜代）

Ⅲ－2．医療・家庭・学校をつなぐICFの活用

をめざして

－＜第1字＞精神疾患のある児童生徒

の実態把握の方法の検討－

森山貴史甲田隆(青森県立青森若葉養護学校）

精神疾患のある児童生徒を対象として個別の支

援計画へのICFの活用方法、指導内容．方法の検

討を目的とする研究である。家庭用．学校用．医

療用・本人用の4つの実態把握表を作成して、そ

れに関するアンケートを実施した結果、前2つの

評価尺度の検討の必要性が見出されていた。学校

全体の取り組みであり、今後ICFを共通言語とし

て、支援計画指導計画作成につながっていくこと

が期待された。
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口頭発表Ⅳ

復学支援

座長山本昌邦（横浜国立大学）

棹山勝子（元神奈川県立横浜南養護学校）

Ⅳ－1 長期療養患児と保護者の心理的相互

作用の関係について－小児脳腫瘍を再

発した患児への復学支援を通して－

中澤幸子（神奈川県立平塚盲学校）

泉真由子（横浜国立大学教育人間科学部）

復学に困難さを抱えている長期療養児の移行支

援に関わり患児・保護者の心理的変容過程を分析

した。患児・保護者の気持ちを半構造化面接で聞

き取り、項目で分類、ポジティブ、ネガティブの

要素ごとに得点化した。その結果、保護者の気持

ちは患児の病状に左右されるが、患児は保護者ほ

ど病状に左右されず、友達や学校への思いが伝え

られ、学習意欲も低下が見られなかった。前籍校

との連携は取れていたが、患児の気持ちを迅速に

復学につなげることができず、残念であった。関

わる側には、保護者が前籍校に抱いていた-マイ

ナスイメージや患児の病状に対する不安・恐怖を

払拭できるような細やかな心配りが重要である。

心理的な変容が数値化されて興味深い発表で

あった。父親・病棟へのアプローチが必要だとい

う意見が出された。

と教育委員会に対してアンケート調査を行った。

53教育委員会からの回答（回収率82.8%）では、

学籍移動の期間を設けていない教育委員会が半数

を超えており、その理由として入院期間の短期化

が挙げられ、入院による不利益を被らないよう教

育的配慮がなされていた。

学籍移動を行わない入院児に対して学習保障を

している19教育委員会（35.8%）のうち10教育委

員会が出席扱いとしていた。

今後、行政レベルで望ましい復学支援が検討さ

れることを期待したい。

Ⅳ－3小児がん患児の復学支援のための病

院と地域の連携一オーストラリアの小

児病院での面接調査より－

岡本光代（和歌山県立医科大学保健看護学部）

武田鉄郎（和歌山大学教育学部 ）

オーストラリアの小児病院における小児がん患

児への復学支援の実態をスタッフへの個別面接調

査で明らかにしようとした。

その結果、入院中から退院後も継続して教育が

受けられるように特徴的な3つの柱によって体制

が整備されていた。 1つは、Back onTrackと

いう復学支援プログラムで専属の教員が配置さ

れ、

多岐にわたる役割を担っている。2つ目は、退

院後の在宅療養を支援する専門看護師の配置であ

る。3つ目は、週1回開かれる医師を中心にした復

学支援ネットワークで患児に関わるすべてのス

タッフが集まり、支援方法を検討する。

オーストラリアでは、入院に伴う学籍移動はな

く、 また、教育と医療が連携しやすい専門職の配

置もあり、今後、参考にすべき点である。

Ⅳ－2病気療養児の復学に関する現状と課

題一都道府県政令指定都市教育委員会

の実態調査より－

田中賀陽子（和歌山大学大学院）

武田鉄郎（和歌山大学教育学部）

平賀健太郎（大阪教育大学）

泉真由子（横浜国立大学教育人間科学部）

病気療養児の学習保障が十分に行われていない

要因の一つに、短期間の入院にも学籍移動を必要

とすることにあるのではないかとの仮説の基に、

入院中の学習保障と円滑な復学について院内学級
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Ⅳ－4復学校へのスムーズな教育の継続を

めざして－茨城県立こども病院訪問学

級の取り組み一

岡村三由紀（茨城県立友部東養護学校）

茨城県立こども病院訪問学級における「復学支

援4者(医師･看護師･訪問教員･前籍校教員)会議」

の取り組みと、復学後の適応状況を把握するため

に、 4年間にわたり復学後1カ月を目安に復学校・

保護者・患児に質問紙を配付し分析した。

その結果、会議については保護者．復学校のほ

とんどが必要と認めているものの、完治していな

いことへの不安は払拭されていない。保護者を通

じて外来通院の際の情報を継続的に伝えることが

必要である。適応状況については、友人関係や学

習の遅れについて不安が見られた。復学校におけ

る補習等の個別支援体制が望まれる。

訪問学級にも、復学後も保護者や復学校に対す

る継続的な相談支援体制つくりが求められている。

(文責棹山勝子）
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公開シンポジウム

「子どものこころとからだの健康をはぐくむ」

パネラー

教育の立場から

保育の立場から

看護の立場から

心理士の立場から

副島

中村

野村

日高

賢和氏（品川区立清水台小学校昭和大学病院内さいかち学級教諭）

崇江氏（自治医科大学とちぎ子ども医療センター保育士）

佳代氏（埼玉県立大学保健医療福祉学部看護学科講師（看護師)）

響子氏（筑波大学附属病院茨城県難病相談・支援センター臨床

心理士）

助
司

一

一
一

ロ 横田雅史（帝京平成大学現代ライフ学部児童学科教授）

西牧謙吾（日本育療学会理事長国立特別支援教育研究所教育支援部

上席総括研究員）

会

次に自治医科大学とちぎ子ども医療センター保

育士の中村先生から、小児病棟の紹介と慢性病棟

における保育士の役割に言及された。具体的な役

割として、 まずは心身の安定を図ること、入院中

に発達を遅延させないこと、家族支援、生活支援

の4つを指摘した。また、病棟における遊び活動

の意義を6つ挙げ、遊びの保障のねらいと方法を

示し、病棟での具体的な実践活動を説明された。

埼玉県立大学保健医療福祉学部看護学科講師の野

村先生からは、はじめにテーマについて看護学か

ら見た見解を、ナーチンゲール等を引き合いに出

し説明された。また、このテーマの起源を、子ど

もの権利宣言とし、その内容にも触れられた。最

近話題にあがるプレパレーションを取り上げ、そ

の意義が単に納得して治療に取り組めると言うだ

けでなく、病気や治療に否定的観念を持たせず、

発達段階における治療を克服した達成感を得るこ

と、治療の継続への工夫にも繋がることを指摘し

た。最後に、退院支援として、保護者支援と長期

入院後の地域の受け入れについて教育との連携に

も言及された。看護師の立場と言うより研究者の

視点から、課題を詳細に分析された。

最後に、筑波大学附属病院茨城県難病相談・支

援センターの臨床心理士の日高先生から、 病気

や障害を持つ子どもや家族の支援が目指すもの、

トータルでケアの重要性、心理士について、病気

公開シンポジウムは、学会の一般公開プログラ

ムとして企画された。テーマは「子どものこころ

とからだの健康をはく．くむ」で、今回の学術集会

の全体のテーマでもある。子どものこころとから

だの健康をはぐくむことに対して、子ども自身、

保護者、かれらの周りの支援者が行っていること

を、各界の代表の方々に率直に語っていただき、

皆様方がそれぞれの現場での仕事のヒントになる

シンポジウムを企画した。

はじめに東京都品川区清水台小学校昭和大学病

院内のさいかち学級の副島先生からは、教育の立

場から｢院内学級の子ども達が教えてくれたこと」

というテーマで話された。長年の小学校通常の学

級担任の経験から、院内学級の教員と不登校を出

さない教員には対応に共通点があり、本人の好き

なこと、得意なことを探り、その面でつき合うよ

うにしている。本人が安心していられる場所をつ

くっている。活躍の場を与えている。不安や緊張

や怒りや憎悪などの不快な感情を言葉で表現でき

るようにしているということの4つのかかわりが

あるという研究を紹介された。中でも、感情の言

語化について詳しくふれ、感情コントロールがう

まくいかない子どものパターンを類型化し、その

対応法を4つ示された。最後に、その具体例とし

て、ご自分の実践事例である詩の授業を紹介され

た。
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や障害のある生活を通して見られる成長の4つの

柱で話された。特に3つめの柱に関連して、臨床

心理学的地域援助は興味深い。最後に、心的外傷

後の成長(PTG)について、事例を提示し説明

された。

横田先生から、 4人の方の講演に対してコメン

トをいただいた後、質疑の時間となった。時間の

関係で2人からの質問に4人の講演者と横田先生

が答える形で進行した。

子どもを支援する立場は違うものの、子どもを

見つめる支援には共通点が数多く認められた。詳

細は、シンポジウム記録を是非お読み頂きたい。

学会の最後にふさわしい質の高い発表であった。

この紙面をお借りして、発表者の方々と企画者で

ある小畑大会会長の御礼を申し上げたい。

(文責西牧謙吾）
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公開シンポジウム

「子どものこころとからだの健康をはく翻くむ」

企画趣旨説明司会西牧謙吾（日本育療学会理事長国立特別支援教育研究所教育支援

部上席総括研究員）

シンポジストからの提言

教育の立場から副島賢和（東京都品川区立清水台小学校昭和大学病院内さいかち学

級教諭）

保育の立場から中村崇江（自治医科大学とちぎ子ども医療センター保育士）

看護の立場から野村佳代（埼玉県立大学保健医療福祉学部看護学科講師（看護師)）

心理士の立場から 日高響子（筑波大学附属病院茨城県難病相談・支援センター臨床

心理士）

助言横田雅史（帝京平成大学現代ライフ学部児童学科教授）

もの広い意味の「健康」というものをいかにはぐ

くんでいくか、 また、はぐくむために我々は何を

すべきか、 ということを議論してきました。学会

の最後にあたり、このシンポジウムでは、各界の

代表の方にそれぞれの立場からさらに話を深めて

いただきます。

従来､こういうシンポジウムをする場合に､チー

ム医療であるとか、チームで何々をする、そうい

う議論がよくなされます。また、連携とかそうい

う話も出てまいります。しかし､皆様の現場では、

非常に実践活動を積み重ねられているところもあ

ろうかと思いますが、多くは連携という言葉の中

に多くの問題点を抱えていて、実際にここで話を

聞いても、 「あしたから何をしたらいいのかわか

らない」ことも実は多々あるのではないかと考え

ております。そこで、今日は、あるべき論ではな

くて、それぞれの立場の現状をざっくばらんにお

話ししていただき、 うまくやれているところとや

れていないところをヒントに皆様方がそれぞれの

現場でさらに工夫を重ねていってもらえるような

シンポジウムにしていければと考えております。

申しおくれましたが、私は日本育療学会の理事

長をしております西牧と申します。今日は司会を

させていただきます。また、お隣には、帝京平成

大学の横田雅史先生に助言でご登壇いただくよう

西牧：皆様、こんにちは。

日本育療学会の最後のセッションのシンポジウ

ムを始めます。テーマは「子どものこころとから

だの健康をはぐくむ」で、今回の学術集会の全体

のテーマでもあります。今回、発表をずっとお聞

きになっている方と午後からこのシンポジウムの

みに参加されている方がおられると思いますの

で、今回の学術集会全体でどういう議論がなされ

たかということについて初めにお話をしてみたい

と思います。

ここに集っている方々は､教育の他､福祉､保育、

看護、医療、心理、 さまざまな方がここに集って

おられます。皆様は、子どもの成長を支える、子

どもの健康をはぐくむさまざまな職種に携わって

おられるわけであります。もちろん、忘れてはな

らない保護者の方もこの中にはおられます。子ど

もは､体と心をみずから成長･発達させる力を持っ

ています。我々にはその力を支える役割があると

思いますが、病気とか障害のある子どもを見た場

合には、環境要因であるとかさまざまな周りの状

態の悪さによって、 また子ども自身の体の病気、

障害によって、子どもの成長・発達が妨げられて

いくということが起こります。今回は、そのよう

な子どもの心と体を、我々、子ども自身、それか

ら保護者、かれらの周りの支援者を含めて、子ど
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にしております。シンポジストをご紹介します。

まず、東京都品川区清水台小学校昭和大学病院内

のさいかち学級、院内学級の教諭の副島先生、自

治医科大学とちぎ子ども医療センター保育士の中

村先生、埼玉県立大学保健医療福祉学部看護学科

講師の野村先生、最後に、筑波大学附属病院茨城

県難病相談・支援センターの臨床心理士をされて

おります日高先生、この四方にシンポジストをお

願いしております。

それでは、まず一番初めに、さいかち学級の副

島先生からお話をいただきます。副島先生は、今

テレビで放映されている「赤鼻のセンセイ」のモ

デルになっておられる先生です。

では、先生、 よろしくお願いいたします。

両r汀WﾛﾛﾛﾛUrWr■百Ww百Fロ■官汀汀9F盲罰

幽、 ワ〃iIH

L. 武牙／訂.ッ

ウソ 』 「"『………｡………“

学校というものの役割として私が考えているの

は、学習という一つの柱があって、 もう一つの柱

には社会性をはぐくむということがあると思って

います。院内学級において、頑張る力と我慢する

力とはあまり言わないんですけれども、セルフコ

ントロールということを考えた耐性ということも

学校ではぐくむ大事なものだと思っております。

それをかかわりの中ではぐくむことができるとい

うのが学校だと思っています。 「1,-タルケア」

と書いたんですけれども、スピリチュアルなこと

も含めて全人的に子どもたちを見ていくことを考

えていかなければいけないのだろうと思って取り

組んでいます。

副島：皆さん、こんにちは。副島でございます。

先週、長崎で日本カウンセリング学会があっ

たんですけれども、そのときのシンポジウムで

も皆さんにお聞きしたんですが、 「赤鼻のセンセ

イ」をごらんになったことのある方はどのぐらい

いらっしゃいますか。やっぱり多いですね。日本

カウンセリング学会で聞いたときは、視聴率と同

じぐらい、 1割ぐらいの方が手を挙げてくれただ

けだったんですけれども、やはり関心の高さはあ

るんだなと思います。いろいろご意見もおありで

しょうが､またその話は後ほどと思っております。

今回､4人のシンポジストがいるということで、

私は教育という立場からお話をしてほしいと言わ

れました。教育で何ができるか、それから、子ど

もたちの心と体の健康をはぐくむために教師に何

ができるか、教師だからできることは何かという

ことをお伝えできればと、一緒に考えていただけ

ればと思って発表いたします。一応、自分の中で

テーマは「院内学級で子どもたちが教えてくれる

こと」としました。

病気療養児への学習保障

厚生労働省2006患者調査

文部科学省2006特別支援教育資料

文部科学省2006学校基本調査

これは3年ぐらい前で、ちょっと古いんですけ

れども、一番下の段、病気を理由とした長期欠席

児童生徒数が4万5,479人、30日以上の欠席の中

で、不登校が理由とかその他の理由とかいろいろ

あるうちで、病気を理由とした欠席児童生徒数が

4万5,000を超えていたときです。このときの不

登校は、 13.3千人ということでした。恐らく5月
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5～14歳推計入院患者数

病弱･身体虚弱特殊学級在籍児童数

病弱･身体虚弱特殊学級在籍生徒数

病弱養護学校在籍児童生徒数

病気を理由とした長期欠席児童生徒数

13．3千人

1261人

435人

2853人

45479人



1日の在籍数があのようになっていると思うんで

す。これだけ見て一概には言えないと思うんです

けれども､院内学級とか特別支援学校であるとか、

そういうところで本当に学習的なケアをしている

と言える子どもたちがどのぐらいいるのだろうと

この表を見て自分は思いました。

教師の大切な4大かかわり

･本人の好きなこと､得意なことを探りその
面で付き合うようにする。

･本人が安心していられる場所を作る。

･活躍の場を与える。

･不安や緊張や怒りや嫌悪などの不快な感
情を言葉で表現できるようにする。

小林正幸(2008)

病気療養児への入院の影響

・見知らぬ環境

・分離体験

・見知らぬ人との出会い

・制限

・苦痛

・受身的存在の期待

・家族関係の変化
奥山眞紀子2007病気を抱えた子どもと家族の心のケア

日本小児医事出版

先にこっちを見てください。東京学芸大の小林

正幸先生と一緒に学校不適応について研究をして

います。このときに出ていた教師の大切な4つの

かかわりということがありました。この4つのか

かわりは､先ほどのところにちょっと戻しますと、

このグラフは、不登校を改善した先生たちの受容

的な対応の度数とそれから、不登校が改善しな

かった、ふえてしまったり現状維持だったという

人たちの受容的な対応がこのグラフにあります。

このときに、この記入なし群というのは、不登校

を出さなかった、不登校がそのクラスにいなかっ

たという受容、先生たちが当たり前のようにして

やっている受容の対応がこの学校の不登校を減ら

すことができたというのとほとんど変わらないく、

らいのグラフが出ました。

喪
失
感

2007年に奥山先生は病気療養児への入院の影響

ということで7つ挙げていらっしゃいました。こ

の7つはすべて喪失感につながるものだなと感じ

て見ております。それから、これは2009年、谷口

明子先生の本の中にあった入院児の不安の構造と

いうことで、入院児が抱えている不安にはこの5

点があるというふうに因子づけをされておりまし

た。先ほどの7点とこの5点を見たときに、私

は、 17年間、通常の学級の担任で、ずっと不登校

のこととかを考えていたものですから、すごく似

ていると思いました。学校不適応を起こしている

子どもたちと抱えている不安が似ている、それか

ら困っていることが似ていると思ったときに、こ

れが使えないかなと思ったことがありました。

実践から見えてきたこと小林正幸(2008)
不登校を改善できなかった先生は

不登校を出さない先生よりも受容的でない

戸
／
」

－

3.1

3

2,9

2.8

2.7

2.6

25

2．4

’
一

｢入院児の不安｣の構造 ｢面壺乖1

－

コ
・将来への不安

・孤独感

・治療恐怖

・入院生活不適応感

。とり残される焦り

肥入無し群効果低群効果中群効果高群

それが先ほど出したこの4つのかかわりです。

不登校を出さない先生方は、本人の好きなこと、

得意なことを探り、その面でつき合うようにして

いる。本人が安心していられる場所をつくってい

谷口明子2009長期入院児の心理と教育的援助

～院内学級のフィールドワーク～東京大学出版会
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る。活躍の場を与えている。不安や緊張や怒りや

憎悪などの不快な感情を言葉で表現できるように

しているということの4つのかかわりがありまし

た。これがそのまま院内学級でも使えると僕は

思って、院内学級の子どもたちとのかかわりの中

でこの4つの点を大事に考えています。

｢y
U－rpUMﾛﾛﾛは包巳EEB＆邑畢B低邑邑砥睡uHuu週紐’

今回は、感情を言葉にする、感情の言語化を図

るというところを大事に考えて取り組んでみまし

た。感情のコントロールがうまくいかない子ども

たち、暴発型の子どもたちは、感情を抑え込まれ

た場合にそちらの方向に行く。要するに、 「泣く

んじゃない」「痛くないだろう｣、自分がワーッ

ワーッと体の中に起きてきた感情を、そんなもの

を感じないように抑え込まれた場合に、ワーッと

体の中にたまったものがあるきっかけで爆発する

暴発型が起きます。それからもう一つ、感情のコ

ントロールをうまくやらない場合､先回り型です。

先回り型というのは、子どもが嫌な感情を味わわ

なくていいように、嫌な思いをしなくていいよう

に、先におもちゃを買ってあげたり、そういうこ

とをした場合には、その子どもたちは自己中心型

であったり情緒不安定型で、学校の中に出てくる

タイプとしては周囲を振り回そうとするわがまま

なタイプとしてあらわれることが多くあります。

それから、これは無視です。どんなに自分の体に

感情が起きてきたことを表現しようとしても、そ

れを大人が無視したり周りが無視したりすると、

ほんのちょっとのことで｢もっと気がついてくれ」

とささいなことで切れる型か｢もういいよ」となっ

てしまう無気力型に行ってしまうと研究の結果で

出ました。

←

lggHM~UUMMBHUHBMMUHBMMMHUHU~H.HT.u・K唾rロ

、

邪wﾏ野全乞

礎じら糺弾ぅ,急
デ
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これを考えながら子どもたちとつき合っていま

す。怒りを子どもたちが出してきたときは、これ

は、怒っていうよりも、他者や周囲に変わってほ

しいとこの子は願っているのだと、その願いを聞

くようにします。それから、悲しみをあらわして

きたときは、 自分が今置かれている状況をわかっ

てほしい、助けてほしいという訴えなのだなと

思ってその子とかかわるようにしています。子ど

もが喜びを私たちに出してきたときは、その喜び

を一緒に分かち合ってほしいんだろうなと思うよ

うにしてかかわっています。それから、恐怖や不

安を訴えてきたときは、今解決してほしい問題が

目の前にあるんだと願っていると考えて子どもた

ちと向き合うようにしています。

感情コントロールの問題Sタイプ

①暴発型…おさえこむ

（不快な感情を表現しないタイプ）

②自己中心型･情緒不安定型…さきまわり

（周囲を振り回そうとするわがまま

タイプ）

⑧些細なことでキレる型。無気力型。

．..無視

（過去に傷ついた体験があるタイプ）

感情のコントロールに問題があると、先ほど挙

げた社会性、学校でやる社会性が上手に育たない

こととそれから、頑張る力、我慢する力である耐

性が必要な場面で適切な振る舞いができない、セ

ルフコントロールがうまくいかないというところ

にたどり着きます。

不快な感情への対応

①感情の言語化

②感情の背後にある要求の代弁感情のコントロールに

問題があると･ ・ ・
③感情を収めた瞬間の、意識化のため
のかかわり

･社会性が上手に育たない。

④安心感と余裕をもったかかわり

･耐性が必要な場面で適切な振る舞いが
できない。 不快な感情への対応の大事な4つのかかわりと

いうものが研究で出ました。 1つは感情を言語化

する。体の中で起きていることを言葉にしてあげ

る。それから、感情の背後にある要求の代弁。こ

れは、先ほど願いと言いましたが、その子が何を

伝えたいと考えているのかを酌み取って言葉にし

てあげる。それから3つ目が感情をおさめた瞬間

の意識化のためのかかわり。感情をす－つとおさ

めて、長い時間感情を出している子が、嫌な感情

を出している子が、ちょっとおさまった瞬間に、

本人は疲れておさまったのかもしれないんですけ

ど、おさまった瞬間に「おさめることができたん

だね」という意識化をするかかわりをします。 4

番は一番難しいんですけど、こちら側が安心感と

余裕を持ったかかわりをしたいと思っています。

嫌な感情をぶつけられると、教師である私たち

はすごくつらくなります。そのときに子どもたち

が出してきた感情をどう理解すればいいかという

のがこれです。

感情表出への対応

｢怒り」…他者や周囲に変わってほしいとい

う願い。

｢悲しみ」…苦境を分かち合ってほしい。助
けてほしい。という訴え。

｢喜び」…誰かと分かち合うことで加速され

る。

｢恐怖や不安」…問題があり、それを解消し

なければならないという強い
願い。

これはちょっと飛ばします。私は、感情表出の

状態を考えた詩の学習に取り組みました。私たち
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これは朝の学習、これが教室全部です。朝の学

習、これはドアのところにへばりついて写真を

撮っているんですけど､こういう状況でやります。

朝9時45分から授業が始まるんですけれども、 9

時25分ぐらいに病棟と連絡をとって、だれが来る

かがわかります。連絡をとっていても来る子が

違ったりします。ドアから入ってきた子どもの顔

や様子や年齢を見て､用意していた詩もかえます。

そこのところは臨機応変にやらないと子どもたち

が乗ってくれないので、そこは物すごく気をつけ

てやっているところです。

（スライド省略）

1つ目のこれは、ある女の子が書いてくれた詩

なんですけど、これは詩写をしてくれました。こ

の子はとてもおとなしい子で、自分の気持ちをあ

まり表現しなかったんですけれども､私たちは｢御

用聞き」と呼んでいるんですけど、ベッドにいる

ときから行って関係をつくっておきます。教室に

来てくれる前から行って、ちょこちょこのぞいて

みたり、 もちろんこの鼻をつけて遊んでみたり、

いろいろしております。教室に来てくれた2日目

に、 「何か自分の心に残るような詩はある？」、詩

集を幾つか読んだ後にこれを書いてくれました。

｢みんな手紙なのです、読もうとさえすれば」と

いうこの最後の文章に「この子はいっぱい言いた

いことがあるんだろうな」ということを感じまし

た。「じゃあ、そういうかかわりをしていこうね」

ともう一人の担任の先生と話をしました。

次は、改作をするんですけど、中川ひろたかさ

んの「へいわ」という詩があります。これは､｢あ

さおきておはようっていえるといいごはんがお

いしいっていえるといいそらがおあくすんでい

るといいおおきなこえでわらえるといいげん

きなこえでうたえるといいそうだったらいい

そうだったらいい」という詩です。これの「○○

といい」と最後の「そうだったらいいそうだっ

たらいい」というのだけつけて、それを子どもた

ちに書いてもらっています◎ 1人目の子が書いた

詩です。この子はとても我慢強い子です。この詩

を書くまで、ほとんど自分からいろいろなことを

要求したり文句を言ったりすることもありません

でした。でも、 「嫌だなと思っていることを書い

の学級は区市町村立の院内学級です。昨年度は在

籍が8名でした。でも、 4月からかかわった子ど

もたちは160名です。出席の保証を全部していま

す。そういう学級なんです。昨年度は平均5日で

した。その中で子どもたちにいかに感情表出をさ

せるかということで詩を使いました。

｢感情表出｣の状態を考えた詩の学習

二一

局守

⑤創作 譲茎醗蕊|箙馬子篭裟：

1つ目は音読です。学級に通級する全員に行っ

ています。それから2つ目が詩写です。詩集から

気に入った詩を選んだり、心に感ずる自分に今近

いなと思っていることを詩写してもらっていま

す。それから改作です。これは、 もともとある詩

を少し文章を変えて自分の気持ちに即しているも

のに変えていくということをやりました。それか

ら4番、これは結構自分は好きでやっているんで

すけど、子どもとの会話をメモしておきます。そ

のメモを子どもと一緒に詩につくりかえるという

ことをやっています。そういうことをやっていく

と、自分で詩を書いてみようということになって

詩を書いてくれます。

あと何分でしたか。あと10分ぐらいですか。

さいかち学級

・昭和大学病院入院棟17階

・品川区立清水台小学校

病弱･虚弱児教育特別支援学級

一

、〆、〆
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①音読

②視写

③改作

④会話

学級に通級する全
員

気持ちをなかなか
表現できない

少しずつ表現でき
るようになってきた

会話の中で表現す
る

題材を教師が選ぶ｡範読一全員読み
一分担読み｡感想を伝えあう。

詩集から､気に入ったり､心に感じたり
気持ちに近い詩の視写をする。

既成の詩の一部を変え、自分らしい詩
を書く｡不快な感情も書くことを促す。

会話の中で出てきた不快な感情の言

葉をつむぎ､詩にする。



ていいよ・心配だなと思っていることも書いてい

いんだよ」というふうにやっていったところ、こ

ういうことを書いてくれました。最後に「来年も

幸せ」とつけているんですけど、子どもたちはこ

の「幸せ」という言葉をいっぱい言います。それ

も何気ないことを幸せと感じているのだなという

ことがわかります。

(スライド省略）

ちょっとこれは見にくいですか。 「自由」とい

うこともよく子どもたちは口にします。でも、自

由もとても身近なことなんだなと思っています。

それから、この子は、本人は自分で「鼻管王子」

と自分のことを呼んでいたんですけれども、ご飯

を食べられない時期に書いてくれました。指には

点滴が入っていて、すごく書きにくかったんです

けど、八木重吉さんの詩をこのように書いてくれ

ました。

それから、この辺から会話です。子どもたちと

会話をしながらメモしていったことを詩にしても

らいました。この子は退院の日にこれを書いてく

れました。すごく誠実な男の子で、小さいころか

らずっと入院、退院を繰り返して、これは6年生

の最後の退院のときだったんですけど、ほかの子

たちもいて、 まだ退院ができない子どもたちもい

たために、 自分は退院だというようなことは言い

ません。言わないので、そばに座ったときにこっ

そり 「おめでとう」と言いました。そうしたら彼

が「幸せがいっぱいなんだよ」と言ってくれたん

です。 「幸せがいっぱいなんだよ」と言ってくれ

たので「どんなときに幸せって思うの？」と言っ

たときに、 この言葉を言ってくれました。メモし

たのを「詩見せてよ」と言ったら「え－？」と

言ったんですけれど、 「ま、 しょうがないな、最

後だから書いてあげるよ」と言って、この詩を見

せてくれたんです。でも、 この子は、最後はがん

で、この後1カ月でおうちに戻って息を引き取る

ことになったんですけれども、本当にこれは、そ

の子が行った学校の校長先生も卒業式のときに読

んで、それから学校だよりに出すということで、

ほかの子どもたちにも影響を与えている詩です。

(スライド省略）

それから､これは「手術嫌だな」という詩です。

これは手術のちょっと前に、最後にさいかち学級

に来るときに書いてくれた詩なんですけれど、朝

からすごく落ちつかなくて、それから顔色もすぐ

れなくてすごく緊張していることが伝わりまし

た。 「心配だよね」って言ったところ、 「どんなこ

とが心配かな？」って言ったら、 「頭切るって言

うしさ、髪の毛そるって言うしさ、退院まで髪の

毛生えなかったらどうするんだよ」とか言いなが

ら、そのことを書きました。 「体がどう感じてい

るの？」って聞いたら、 「なんかむずむずする、

考えると眠れないんだ、できることならやめたい

んだけど｣。本人はやめられないこと十分知って

て、でも、こういうふうに言ってくれました。だ

から、 「手術終わったら何する？」っていう話を

して、こっち、書いてくれたことです。

(スライド省略）

それから、これは「嫌な夢」という詩なんです

けれど、退院の直前に書いてくれたものです。夢

の話とか、子どもはよくします。 「こんな夢見た

よ」って伝えてくれたんです。 「とてもどきどき

して汗もかいたし、気持ち悪かった」って言いま

した。ここに書いてあるような､心配をしている、

｢僕の席あるかな？」という心配とか、 「みんな覚

えててくれるかな？」ということとか、そのこと

を、担任の先生や、向こうの学校にも伝えました。

教室に無事帰ることができました。

(スライド省略）

それから､これは「よかったね」という詩です。

この子は結構長期の入院の子だったんですけれど

も、 5人部屋にひとりぼっちになるのが初めての

体験だったときに書いてくれました。最後に､｢で

も、退院はいいことだからよかったね」って書い

たんですね。これを、この子が戻る学校の担任の

先生が、道徳の時間に名前を伏せて授業で使って

くれたんです、こういう気持ちを持っている子が

いるんだよと。実際この子不登校で学校に行けな

かった子だったので、そのことを言って、それも

きっかけの一つとして、 この子は無事学校に今

通っています。
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さいかち10考察①
不安の軽減 2感情の表出

選択の場 4エネルギーの調整

コミュニケーション能力 6.息を吐く

傷つけない 8．自己効力感

相手の目線でみる 10.Doの前にBe

↓

今が幸せと感じられたなら、

自分から－歩踏み出してくれる。

●
①
。
●
■

１
３
５
７
９

詩を書くことによる子どもの反応から

・不快な感情の言語化の大切さ。

・内面にしまっていたことを話すきっかけ。

・詩を書いた自分に対する肯定感

そうですね、あとどうしましょう？ あと、ま

だまだあるんですけれども、時間が押してしまっ

て済みません。不快な感情の言語化の大切さ、そ

れから、内面にしまっていたことを話すきっかけ

とか、詩を書いた自分に対する肯定感を持つこと

ができるとか、そういうことがあった子も載って

います。それから､児童からの感想を載せること、

そういう子どもたちがいるんだということも知っ

てもらいますし、知ってもらったということを大

事にしています。保護者の意識が、こんなことを

我が子が感じていたんだなということにも気がつ

いてくれました。

これは私たちの学級ですごく大事にしているこ

とです。きのう武田先生のお話で、beingとdoing

があったんですけれども、私も自分で書いてある

んですけど、すごく大事にしていることです。な

ぜあんな鼻をつけてやっているのかというのは、

6番目の息を吐く、笑ってでもいい、先生に文句

言ってでもいいから、体の中にある息を吐いてほ

しいというふうに思っています。

今後の課題①
・子どもの内面の変化を知る。

・来級児童全員への取り組み。考察②
子どもの詩が及ぼす周りへの影響

・本校の児童からの感想
・短期化する入院への対応。

・教師のかかわり方。
・保護者の意識

・実践を引き継ぐ。
・外来や病棟の方たちからの一言

今後の課題②・復学支援

・復学支援

それから、先ほどの詩は、病棟や外来のところ

にも張ってくれました。そういうことからいろん

な人の目に触れて、保育士さんや､看護師さんや、

ドクターや、それから心理士さんたちからも、声

を子どもたちはかけてもらっています。復学の支

援にも使えるかなというふうに思っています。

・家族支援

・ケアをする人たちのケア

・学習のユニバーサルデザイン化。

・本質的な問いに対する教育
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それから、今後の課題がいっぱいあるんですけ

れど、いっぱい、いっぱいあるんですけれど、そ

うですね、復学支援の中でちょっとだけ－まだ

大丈夫ですか－

(スライド省略）

復学支援の中で、担任だからできることという

ふうに考えてやっていたことがあります。この子

が学校に戻るに当たってカンファレンスを行いま

した。もちろん、病棟のスタッフと、それから親

御さんにも来てもらってカンファレンスを行って

学校に戻ることになったんですけれども、担任の

先生たちと話していて、 ドクターから、激しい運

動はさせないようにと、それから、ぶつかっては

いけませんって言われたんだけれども、実際どう

したらいい？っていうことを話し出しました。私

も、そう言われてもなっていうふうに思っていた

時期があって、じゃあ、どうしようかなと思って、

その子は2年生だったので、 2年生の学習内容に

従って、 とりあえず考えられるものをだ－つと出

しました。これをドクターに見てもらって、これ

はいいのか、それとも三角なのか、絶対バツなの

かということを全部紙に入れてもらって、これを

持って学校に行って、養護の先生と、それから担

任の先生にお会いしました。このとき、一緒に保

育士さんがつくってくれた子どもの病気を説明す

るお人形を私抱えて行きまして、それを担任の先

生と養護の先生にも説明したんですけれども、先

ほどのお話で橋渡しということも出ていましたけ

れど、そういうことが院内学級の担任としてでき

ることじゃないかな、教育を支える者としてでき

ることじゃないかなというふうに思っております。

でも、こうやってやっているとものすごく大変

で、一人だと疲弊してしまうんですけれども、

バーンアウトをしないために

バーンアウトしないためにどうしたらいいかっ

ていうことを、彼はドクター＝パッチアダムス＝

なんですが、私はあんな格好でいつもプランを

やっているんですけれど、彼が、バーンアウトし

ないようにって挙げてくれたことがあります。私

は、これにプラスして仲間が必要じゃないでしょ

うかねっていうお話をしました。もちろん、一生

懸命よくしゃべったんですけれど、はい。

ありがとうございました。

｢院内学級で子どもたちが

教えてくれること」

品川区立清水台小学校
昭和大学病院内さいかち学級

副島賢和

検索サイト｢さいかち学級」

時間はこのく、らいでしょうか。はい。詩をもう

少し見てもらいたかったんだけれど､済みません、

ありがとうございました。学級についてお話しす

る時間がなかったんですが、検索サイトでさいか

ち学級を見ていただけるとうれしいです。どうも

ありがとうございました。 （拍手）

西牧：副島先生、どうもありがとうございまし

た。もっと十分時間があれば、 もっと楽しいお話

をいっぱい聞けたと思いますが、この後全体討論

もありますので、そこで少し補足ができましたら

お話ししていただきたいと思います。

それでは、次は保育の立場から、自治医科大学

とちぎ子ども医療センター保育士の中村先生、よ

ろしくお願いいたします。

･IlovePeople.

･IamHero.

･Smile

｡Kgrma

･CreatiVe

･Icandoit.

｡Science

by

中村：ご紹介いただきました自治医科大学とちぎ

子ども医療センターの中村と申します。よろしく

お願いいたします。

今回は、乳幼児の保育を中心にということで、

心と体が著しく発達する乳幼児期の子どもたちの

発達支援についてのお話をさせていただきたいと

思います。

Y益
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私たち保育士は、学童期の子どもたちも担当し

ていますけれども、学童期の子どもたちには院内

学級もあったり、教育の保障もありますが、乳幼

児期の子どもたちに対しては、今入院している子

どもたちに対しては何も保障がないのが現状です

ので、今回のお話をもとに、少しでも乳幼児期の

子どもたちの発達支援について目が行けばなと思

います。

子どもらしい生活を送りたい．あそびをたのしみ
たい.その子らしい成長発達を遂げたい

医療スタッフはそれらを保障する役割を担っている

↓
それぞれの職種が役割を分担しながら､トータル
して医療チームで子どもをみる(診る･看る｡観
る．．・・・，．。）

自治医科大学 子どもたちも、入院中であっても、 とても安心

生活を送りたいし、遊びたいし、その子らしい成

長発達を遂げたいと思っています。そして、医療

スタッフは、それらを保障する役割を担っていま

す。それぞれの職種が役割分担しながら、 トータ

ルして医療チームで見ることが大切だと考えてい

ます。

とちぎ子ども医療
一

一ｺ

■
可
Ｊ
ｊ

Ｉ
Ｄ
も
ｅ
ｌ

雫
．

や

顎一
一

阜
一

一

I ＝
の

■鰯

j一一 なぜ保育士なのか？1

’これが、 とちぎ子ども医療センターの図です。

病床数が135床で、全国でも珍しくて、大学病院

の併設型という形をとっています。外来のほかに

病棟が4つと、PICUを兼ね備えています。あと

は、病弱の特別支援学校の分教室が併設されてい

ます。あと、これから子どもたちの写真も出てき

ますが、お母さん方にはお断りしてありまして、

一応お母さん方のほうからは、360度どこからう

つしてもいいよとか、お嫁に行ける範囲でお願い

しますという注文はありましたが、全部了承は得

ていますので、そのままごらんください。

今回は、私が配属されています慢性期病棟での

保育を中心に話させていただきます。センター全

体としましては、基本的に付き添いはなくて、ご

両親も24時間面会がOKという形をとっていま

す。それなので、その家族、家族の生活に合わせ

た面会時間で面会を行っています。

入院していてもこどもたちよ日々成長している

旦
そびをョめた生活の保発の支援力必要

且
毎日のこどもの成長過程を見守る

こどもの視館で牛写やあそび発達援助を侠障す碁 口保育士

その中で、なぜ保育士が入っているかというこ

とですが、入院していても子どもたちは日々成長

していて、遊びを含めた生活の支援、発達の支援

が必要となっています。おうちでは毎日の成長発

達過程をお母さんがしっかり見届けてくれます

が､病院ではそういうことがなかなかできません。

そこで毎日の子どもの成長発達を見守り、子ども

の視線で生活や遊び、発達援助をする保育士の役

割が必要となってきます。
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とちぎ子ども医療センターにおける

保育士の役割

入院中の子ども達に対し､入院生活でのストレ

スや不安･苦痛の軽減を図り､子ども一人ひと

りの心身の成長発達や状況に応じた保育や学

習の支援を行う｡また､生活面においても基本

的な生活習慣の獲得のための援助や学童期

の子ども達においては入院生活に見通しを立

て､自立できるように支援する｡合わせて､家
族や兄弟姉妹への支援も行う。

保育士の配置
白碆戻封夫堂

とちぎ子ども医療センター’ ’

-1 2､痢執:急催翻2名一

’ 3A痢棟:外科2名

PICU配丘なしs爾後優盲ができる枚卸ごなったら
鰯長から保冑士に係官の依輯が来る

4A寮棟.慢性期3名

これは当センターでの保育士の配置です。一応

常勤保育士が7名いて、 3病棟に7名で入ってい

ます。PICUには配置がありませんが、術後保育

ができるような状況になったときにPICUの室

長から連絡が来まして、その子に合わせた保育に

入らせていただいています。

とちぎ子ども医療センターにおける保育士の役

割です。入院中の子どもに対して、入院生活のス

トレスや不安、苦痛の軽減を図り、子ども一人一

人の心身の成長発達や状況に応じた保育や学習の

支援を行います。また、生活面においても、基本

的な生活習慣の獲得のための援助や、学童期の子

どもたちにおいては、入院生活に見通しを立てて

自立できるように支援しています。あわせて家族

や兄弟姉妹の支援も行っています。保育士の役割

＜医療保育の目的＞

・医療を要する子どもとその家族を対象として、
子どもを医療の主体と捉え､専門的な保育を
通じて､本人と家族のQoLの向上を目指すこ
とを目的とする。

＜役割＞

・子どもに保育(教育と養護)を提供し､保護者
に保育に関する指導を行う。

一日木医繊係官学会における一

具体的な役割

1．心身の安定を図る
・入院生活への適応と精神面の安定を図る
2.成長発達を促進する
・生活を支援する

・基本的な生活習慣の獲得のための支援
．遊びや学習の支援
・行事や余暇活動の企画､運営

3.家族支援
4その他
・分教室と病棟との連絡調整
･NICUを退院した親子のフオローアップ教室への参加

これは医療現場における保育士の役割というこ

とで、 日本医療保育学会が、このように医療保育

の目的を提言しております。役割としましては、

子どもに保育、教育と養護を提供し、保護者に保

育に関する指導を行うとしています。そこで、役

割に関しましては、保育所保育指針に示されてい

るものと同じような形で、保育の場が医療現場に

変わっただけで、支援の内容の基本は同じと考え

ています。

具体的な役割として、 4つ挙げさせていただき

ます。まずは心身の安定を図るということで、環

境の整備をしたり、遊びを通して早期に子どもと

の信頼関係を形成して、医療に直接かかわらない

存在の保育士が心の安全基地となって、安心して

入院生活を送れるようにかかわります。

次に、入院中に発達が遅延することなく、また、

獲得途中のものが中断されないように支援してい

かなくてはなりません。そこで生活そのものを支

援したり、基本的な生活習慣獲得のための支援を

行ったり、遊びや学習の保障、あとは行事、余暇

活動の企画運営なども行っています。
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3番目として、家族支援を挙げます。家族も入

院生活を安心して受けとめられるように、家族か

ら離れている間のお子さんたちの様子、特にお母

さんたちは、食事の様子ですとか、遊びや学習の

様子、どのくらい眠れたかなどの心配事があるよ

うなので、その辺を中心に毎日の日中の様子をお

伝えしていきます。そのほかに、ご家族からの悩

みや不安などの話を聞くこともあります。時には

医療的なことの話を聞くこともありますが、そこ

ではあくまで中立の立場を保ち、とりあえずお母

さんたちのお話を聞き、看護師や医師のほうに情

報を返します。そのほかの役割として、分教室が

ありますので、分教室と病棟との連絡調整や、本

館のほうに総合周産期医療センターがありまし

て､NICUがあるので､そこを退院した親子のフォ

ローアップ教室にも参加させていただいて子育て

支援を行っています。

生活を支援する学童期以降編

●学童期以降

窯検査や処置､治療な蝋i味しながら､生活
に見通しを立てる

*退院後､本人の日常生活(学校に復学するこ

と)を念頭に､生活を整える､学習の継続など
を支援する

学童期以降のお子さんたちは、 自分のことはそ

ろそろ自分で決めたいし、知りたい時期に入って

きます。検査や、処置や、治療などを加味しなが

ら、毎日の生活や退院までの生活に見通しを立て

られるように支援しています。また、退院後本人

の日常生活、特に学校に帰ることを念頭に、生活

リズムを整えたり、学習の継続などの支援も行っ

ています。

生

乳幼児I

病棟におけるあそび活動の意義
*病棟の規則の範囲の中で年齢や発達段階に応
じた生活リズムを整える

*基本的な生活習慣を身に付ける

*遊びの時間の確保

*病状や年齢､発達段階に応じたしつけ(べｯドの
上やべｯド周りの片付け､おもちゃの片付け、
ルールや約束を守ることなど）

①こどもらしい生活を提供する

②発達を促す"経験不足を補う

③発達や精神状態を知る

④闘病意欲を高める

⑤親子関係を促進する

⑥不安やストレスに対処する

生活を支援するということで、乳幼児期の子ど

もたちは、入院していても、いつもと同じように

遊びたいし、おうちと同じような生活リズムで過

ごしたいと思っていると思っています。そこで、

病棟の規則の中でも守れる範囲で、年齢や発達段

階に応じたそれぞれの子どもの生活リズムを整え

ます。そして、基本的な生活習慣が身につくよう

なかかわりをします。また、遊びの時間の確保を

したり、病状や年齢発達段階に応じたしつけとい

うことで、ベッド上、ベッド前の片づけをした

り、おもちゃの片づけをすることや、ルールや約

束を守ることなども少しずつ身につけさせていき

ます。

次に、病棟における遊び活動の意義を挙げさせ

ていただきます。 1つ目として、子どもらしい生

活を提供するということで、入院という非日常の

生活を、遊びを通して日常性を取り戻したり、普

段と同じようなおもちゃを使って遊ぶことで安心

感を持たせたり、気分転換を図ります。

発達を促すということで、入退院を繰り返した

り、治療の長期化から経験不足を起こし発達が阻

害されてしまったり、獲得途中のまま中断されて

しまうことがたびたびあります。遊びを通して多

くの経験をさせて発達を促していきます。
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3番目として、子どもたちの遊びの様子を観察

する中で、発達状況やそのときの精神状態など、

精神的な課題を知ることもしています。

4番目として、楽しさや喜びを感じ、達成感を

味わう機会をつくり、心が満たされることで治療

に対しても前向きに取り組むことができるように

支援します。

遊びの時間を、親子支援を目的で使用し、子ど

もへのかかわり方などの家族支援を行っていま

す。

6番目として､子どもと遊びを通していく中で、

治療や検査などの場を再現したり、苦痛や恐怖を

表出することも時々あります。子どもたちは、何

度か繰り返していくうちに自分の中で納得し、理

解していくようになっていきます。そのとき、保

育士は聞き役になって、彼らが遊びをやめるまで

見守っていきます。

遊びの支援の留意点
集団遊びにおいても､支援の基本は個人

直接的なかかわりと見守りのバランス

退院後､幼稚園や保育所に戻ることや未就園児は就園で
きることを念頭に

く遊びの内容＞

画できる範囲で､幼稚園や保育所での遊びと同じ内容を。
＜ねらい＞

1)集団としてのねらい

2)個別のねらい

く記録と計画の見直し､評価＞

集団遊びの支援のポイントということで、遊び

の支援は、基本は個人ですということで、場を共

有する仲間との遊びのグループに向けての支援は

ありますが､基本は個人です｡参加できるメンバー

や、子ども一人一人の病状や心身の状態に配慮し

ながら、遊びの内容を決定します。初めのころは

なれない入院生活を送ることで自主的に遊ぶこと

ができないので、初めは子どもたちの好きな遊び

から取り組み、受動的な遊びを中心に行います。

徐々に入院生活になれたころから能動的な遊びを

するようにしています。また、集団遊びといって

も、異年齢の子どもの集団なので、そのときの子

どもたちの様子によって一つの集団にしたり、乳

児と幼児さんに分けたりとか、●●●方式などを

取り入れて遊びに工夫をしています。ねらいとし

ましては、集団としての遊びのねらいと、個別の

ねらいを設定しています。詳しくは､次に表示の、

日々の計画で説明させていただきます。保育実施

から子どもの様子を担当の看護師に伝えて、重要

なことは記録に残し､今後の方向へとつなげます。

子どものことだけでなく、保育士のかかわり方や

声かけなども振り返り、課題を明確にしていきま

す。

(スライド省略）

表1を参照してください。表1には、実際に集

団遊びのねらいと、個々の遊びのねらいと、それ

に対しての子どもたちへのかかわり方が書いてあ

ると思います。例えば鯉のぼりの製作をしたこの

日ですけれども、この日の集団のねらいは、一つ

の作品をつくった達成感を味わうということで、

個別のねらいとしては、例に挙げると、Aちゃん

4歳9カ月は、はさみやのりの使い方など、道具

遊びの保障

峯甥鴛辮猟二
成長していくこと－

一時間の確保と場の確保一

*看護師と連携して集団保育の時間には､できる限り検査
や処置･ケアが入らなように調整を依頼し､時間を確保。

*安全に楽しく遊べるだけのスペースの確保｡遊び場所で
の､診察や処置などは､病状が急変したときなどの非常
時を除き避けるようにし安心できる場所の確保。

遊びの保障ということで、慢性期病棟では、遊

びの時間は集団保育を中心に行っています。入院

生活になれるまでは自発的な活動が少なく、保育

士や看護師など大人とのかかわりが多いのが現状

です。しかし、大人からではなく子ども同士の中

でしか学べないことがたくさんあるため、あえて

異年齢の集団で遊ぶことを行っています。その中

で社会性や思いやりをはく、くむこと、年長児から

遊具の遊び方や道具の使い方などを学べる機会と

もなっています。この遊びの時間に病状や処置、

検査などの理由で参加できなかった子どもや、集

団より個別でのかかわりが必要と判断した子ども

に対しては、個別の遊びを行っています。遊びを

保障するには時間と場の確保が重要だということ

で、スライドを参照してください。
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の使い方を適切に使うことができるということが

目的で、Mちゃん、 3歳8カ月は、●●●スタン

プを使うときに順番を待つことができるという形

で、個別と集団のねらいを設定しています。

2番目として、発達を促すために個別遊びをし

ています。成長発達の個人差が大きい乳幼児期

に、一人一人の発達段階に応じた支援をすること

をねらいとしています。発達に必要な経験をとら

えて、支援期間内に達成できるねらいを設定して

います。内容は、ねらいに沿った遊びを通して発

達を促進することが目的となります。

個別遊びのねらいと留意点

①驍騨やｱｲｿﾚｰﾀ管理による気分転換やスト
・弾噌寧をはかり､楽しい時間を過ごすことをねらい
．駕篭灘顎鐵鬘需びなどで楽しい時間
,需藍一ズに対応できるようにバﾘｴｰｼｮﾝを多
・機裁朧雲峨綴灘蕊犀鮮あれば

駕蕊蕊鷆霧報:雛繁

ロ

個別遊びのねらいと留意点

③子どもの生活の質の向上

･呼吸器管理や病状によりべｯド上での生活が
多い子ども達が安全q安楽に楽しい時間を過
ごすこと､一人ひとりの状態に応じた支援をす
ることをねらいとする。

｡内容はマッサージやタッチング､五感を刺激す
る遊びなど楽しい時間･ゆったりした時間を過
ごせるようなものにする。次に、個別遊びのねらいと留意点をお話しさせ

ていただきます。集団遊びに参加できない子ども

たちに対しては個別遊びを実施しているというこ

とで、 1つ目は､個室隔離中とか､アイソレーター

管理で部屋から出られない子どもたちへの気分転

換やストレス発散をねらいにしています。楽しい

時間を過ごせることをねらいとしていまして、こ

のときは子どもの関心や興味、好きな遊びなどで

楽しい時間が過ごせるような内容にしています。

遊具も、ニーズに対応できるようなバリエーショ

ンを多く取り入れています。人的にも制限を受け

るので、許される病状であれば、医師や看護師な

どを連れていって、みんなでゲームをする機会も

つくっています。特に幼児では、集団保育のこと

が気になる子が多いので、その日の集団保育と同

じ内容の遊びを提供することで、子どもがみんな

と同じことをしている安心感を与えたり、孤独感

や疎外感を取り除くこともしています。

3番目として、子どもの生活の質の向上という

ことで、みんな元気な子どもばかりではなくて、

呼吸器管理をしているお子さんですとか、病状に

よってベッド上でしか生活ができないお子さんも

多々います。そこで子どもたちが安全・安楽に楽

しい時間を過ごすこと、一人一人の状態に応じた

支援をすることをねらいとしています。内容は、

マッサージやタッチング、五感を刺激する遊びな

ど、楽しい時間や、ゆったりした時間を過ごせる

ようなものにしています。

個別遊びのねらいと留意点
④子育て支援

･疾患をもつ子どもへのかかわり方や遊び方がうまく
できないため､遊びを通して子どもとのかかわりを
支援することをねらいとする。

･保育士と一緒に親子で遊ぶ機会を作り支援する。

･内容は保謹者や子どものニーズに応じたものを提供
する。

個別遊びのねらいと留意点
．はじめは保育士力畷子に保育を提供し､徐々に保護
者が主体的にかかわれるように留意する。

②発達を促す

．成長発達の個人差が大きい､乳幼児期に一人
ひとりの発達段階に応じた支援をすることをね
らいとする。

"発達に必要な経験を捉えて､支援期間内で達
成できるねらいを設定する。

･内容はねらいに沿った遊びを通して発達を促進

4番目として､子育て支援のねらいを挙げます。

疾患を持つ子どもへのかかわり方や、遊び方がう

まくできないお母さんも多いため、遊びを通して

子どもとのかかわりを支援することをねらいとし

ています。保育士と一緒に親子で遊ぶ機会をつく

する｡→遊びｶｰドの利用
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り、支援していきます。内容は、保護者や、その

子どものニーズに応じたものを提供し、初めの保

育士が見本を提供していきますが、徐々に保護者

の方が主体的にかかわれるような形で促していき

ます。

(スライド省略）

個別保育の計画ということで、表の2を参照し

てください。ここに個別保育の計画が立っていま

すけれども、このときの対象は3カ月の男児で、

心疾患のために出生時より入院していたお子さん

です。 リプルを投与しながらオペを待っていた状

況だったので、病状を見ながらできる範囲で成長

発達支援を行うことができるということでしたの

で、発達評価を看護師としまして、このような保

育目標をねらいにして、かかわりをしました。か

かわった結果としましては、少しずつですが、物

にさわろうとして手を出したりとか、握るような

様子がうかがえるようになってきました。

の日の全体のねらいは、小麦粘土の感触を味わう

ことですが、一人一人のねらいとしては、 l人の

子は微細運動を促すということで、粘土をちぎっ

たり、丸めたり、伸ばすことを目的としています。

もうちょっと大きい子は、粘土板やへらなどの道

具が使えることを目的としております。一人一人

のねらいを念頭に置きながら、声かけや、保育士

が実際に子どもの前でやってみるなどのかかわり

をしています。また、ラックに座っているお子さ

んも1人いるんですけれども、このお子さんは個

別保育のほうが発達支援にはいいということで個

別保育を行っていますが、最近周りの物に興味を

持ち始めたので、週に何回かはこの集団保育の中

に来て、子どもたちの声を聞いたり、ほかの子に

声をかけてもらったりするような刺激を与えてい

ます。

(スライド省略）

あと、これがリカバリールームの保育です。こ

んなふうに、点滴とか、チューブがいろいろつい

ていますけれども、保育士が毎日赤ちゃんたちを

だっこしています。ママのようにはうまくいきま

せんが、だっこして、目を見てあやして上げたり、

笑いかけてあげたり、お歌を歌ってあげたり、ベ

ビーマッサージを行うのが遊びの中心となってい

ます。

(スライド省略）

この部屋も、週に1回集団保育を行います。み

んなベッドから離床して、だっこやラックに座っ

ています。このときは、ふだんなかなかできない

シャボン玉とか、紙吹雪の遊び、楽器遊び、シー

ツ遊びなどをしています。家族がこの時間に面会

されているときには、一緒に遊んでもらいます。

なかなかおうちに帰ることが難しいお子さんも多

いので、遊びを通して家族も子育てをしていると

いう実感を味わうことができているようです。

(スライド省略）

こちらがPICUです。こちらにも、保育の依頼

があれば遊びに行っています。

11時半がお昼ご飯です。食欲が落ちているお子

さんが多いので、保育士が焼きお握りをつくった

り、いろんな工夫をして、少しでも食事が進むよ

うな形をとっています。また、年齢発達に合わせ

ここからは、病棟での保育士の様子をお伝えし

ていきたいと思います。一日の様子ですが、 9時

にまず看護師と業務調整を行っています。

(スライド省略）

9時半ぐらいから子どもたちの間を回って、 きょ

うはこの子がアイソレーター管理をしているの

で、この子のところでまず保育をします。

(スライド省略）

10時半がちょうど集団遊びの時間で、 1時間ほ

ど時間をとってあります。小さいながらも仲間意

識が芽生えて、ちょっと前の2人が手をつないで

いると思うんですけれども、左の子がちょっと年

が上なんですけれども､右の子の面倒を見ながら、

ここまで来てくれています。

(スライド省略）

保育の様子です。保育に来ると、子どもたち

は、お名前を呼ばれて出席をとって、手遊びをし

て､絵本か､紙芝居か､ペープサートをしてもらっ

てから遊びに入ります。毎日絵本を読んでもらっ

ているので、子どもたちはとても絵本が大好きに

なっています。

(スライド省略）

これは小麦粘土をしているときの様子です。こ
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看護師と協力して、このような物を伝えました。

(スライド省略）

あとは処置室の入り口とか、処置室の中の壁も

殺風景なので、保育士がこのような装飾をするこ

とで少しでも処置の時間とかが嫌じゃなくなるよ

うにしています。

(スライド省略）

お散歩に行けるときには、外にお散歩にも行き

ます｡ここでちょっと気がついたんですけれども、

先生たちはとてもかいがいしく子どもたちのパパ

のように遊んでくれています。看護師さんも一生

懸命に子どもの面倒を見てくれています。でも、

このときに一番楽しんでいたのが保育士だという

ことが判明しました。

(スライド省略）

これは行事のときのおやつで、これを手づくり

でするということを企画したのも保育士です。あ

とはお楽しみメニューの日がありまして、移動

キッチンということで、ラーメンとか、ピザとか、

ハンバーガーをつくりに栄養士さんが来てくれま

す。

(スライド省略）

これは調味料なんですけれども、普通食事にこ

の調味料がついてくるんですけれども、子どもの

中には、 イチゴジャムはいいけれどもオレンジ

マーマレードは嫌とか、このドレッシングなら食

べれるというものがありますので、 よく考えてみ

ると、おうちの冷蔵庫の中にはこういう物が入っ

ていて、 自分で好きにセレクトして食べれるとい

うことを保育士のほうが思い立ちまして、これを

冷蔵庫に常備できないかということでお願いし

て、 こういう形で調味料を常備することになりま

した。

(スライド省略）

あとはセンターの東に畑がありまして、芋掘り

をしていますので、 6月にジャガイモがとれて、

9月にはサツマイモがとれます。これを栄養部に

持っていって、栄養部でフライドポテトにしてい

ただいたり、スイートポテトにしていただいたり

して､おやつのときにみんなでいただいています。

(スライド省略）

月に一度、みんなで病棟カンファレンスなども

て使える道具の獲得も促しています。

(スライド省略）

午後になると分教室の子どもたちも帰ってきま

すので､学童さんの学習時間となります。皆さん、

宿題とか、 ドリルをやったりとか、学校に通って

いない子どもたちは、地元の学校からなどのプリ

ントをやっています。

(スライド省略）

学習の後には、必ず20分くらいの遊びの時間を

取り入れています。これは分教室の隣にある多目

的ホールなんですけれども、この日はストラック

アウトをしました。その後、順位に合わせて商品

などを選んで遊んでいました。

(スライド省略）

基本的な生活習慣の護得ということで、子ども

たちの頑張ってやるという、できる力を見守って

あげて、できるところは子どもにやらせます。仕

上げだけは、保育士が頑張ってしています。

(スライド省略）

靴を履いたり脱いだりすることも、子どものや

る気を大切にして、見守る時間や余裕を持ってか

かわっています。

(スライド省略）

屋上庭園もあるので、たまには気分転換に屋上

庭園でお昼を食べます。

(スライド省略）

子どもたちのベッドです。子どもの部屋のよう

にということをコンセプトに今回はつくられてい

まして、一人一人のベッドの頭には、マグネット

でつく掲示板があります。これは乳幼児期のお子

さんなので、 自分の保育のときにつくった作品で

すとか、あとはおうちの兄弟の写真とかが張られ

ています。学童さんは、自分の好きなアイドルの

写真ですとか、学校の時間割が張られています。

(スライド省略）

アイソレーターも、ただのビニールですけれど

も、保育士がその子の好きなキャラクターなどを

つくってあげて、その中で少しでも快適に過ごせ

るように取り組んでいます。

(スライド省略）

ご家族からは、顔と名前が一致しないという意

見をいただいていましたので、ことしは保育士と
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行っています。先ほど話した保育計画を、担当看

護師と、計画を立て、評価しているところです。

(スライド省略）

これはことし、ナイトツアーということで、肝

試しみたいなものを病棟全部で行ったので､ちょっ

と紹介します。コンセプトはジャングルの中とい

うことで、こんなふうに装飾をして、先生方も、

往診室でこんなふうに待っていてくれました。そ

れを見たお母さんたちは、自分たちもやりたいと

いうことで、飛び入り参加していただきました。

(スライド省略）

子どもたちへのご褒美は、一人一人に合って、

その子に合った、この子は赤ちゃんだったのでベ

ビーマッサージの券ですけれども、幼児さんだっ

たら絵本を1冊読んでもらえる券とか、学童さん

だったら看護師や保育士とゲームが一緒にできる

券などのご褒美をもらいました。

(スライド省略）

病棟で金魚も飼っていて、飼育係は保育士と

なっています。

の社会関係の保持ということで、今現在こういう

形で個別保育計画などを立てていますが、地元の

幼稚園、保育園との連携が全然できていないのが

現状なので、今後そこのところにつきましても、

考えていかなくてはならないと思います。以上で

す。ご清聴ありがとうございました｡ (拍手）

西牧:中村先生、どうもありがとうございました。

それでは次に、看護の立場から、埼玉県立大学

保健医療福祉学部看護学科の野村先生、 よろしく

お願いいたします。

野村：ご紹介ありがとうございます。それではよ

ろしくお願いいたします。

「子どものこころとからだの健康をはく．くむ」と

いうことで、看護の立場からお話をさせていただ

きたいと思います。看護の中でも小児看護が私の

専門ではあるんですけれども、看護全体の中でナ

イチンゲールが一番有名ですので、ナイチンゲー

ルは、看護とは患者の生命力の消耗を最小限にす

るように整えることというふうに定義しています。

今後の課題
･保育士の配置人数

･保育の質の向上→｢医療保育専門士」

・保育士のコミュニケーションスキルの向上

看護とは

患者の生命力の消耗を最小限にするように整えること
(F.Nightingale)

生活過程を整える(薄井理論）

・子どもと家族の社会関係の維持

→地元の幼稚園や保育園との連携

子どもの健康

家族や社会とのつながりのなかで､身
体的･精神的･社会的な存在として､そ
れぞれの健康レベルに応じて､健やか
な成長･発達を遂げること

あと最後に、今後の課題としまして、このよう

ないろいろなことをやっていますけれども、まだ

まだ保育士の配置人数が少ないことが現状です。

また、医療現場ということで、普通の保育所とか

とは違いまして、またその上に一つレベル的に上

げなくてはいけないということで、保育の質の向

上が今後の課題と考えています。また、医療チー

ムの中で、保育士のコミュニケーションスキルが

不足していると思われますので、今後医療チーム

へ向けてのコミュニケーションスキルの向上も考

えなくてはなりません。また、子どもたちと家族

小児看護の目標

健康な身体をつくり､豊かな心を養い､個人

として､また家族や社会のなかで健やかに
生きていけるようにすること

2番目は､薄井先生が『家族的看護論」の中で、

生活環境を整えるということをよく定義しており
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し、家族の価値観を考慮しながら、その改善を図

るとしております。

また、子どもの苦痛緩和と疾病管理というもの

がありますが、健康問題を持つ子どもは、生命を

脅かされたり、不安や恐怖を伴う体験によって心

を深く傷つけられたり、治療のために社会生活が

制限されたりします。そのため、子どもが一人の

人間として尊重され、基本的な原理が損なわれる

ことのないよう支援しなければなりません。その

ためにも、子どもの治療過程を促進し症状の緩和

を図るとともに、子どもとその家族の日ごろの訴

えに耳を傾け、その思いを察し、また、治療過程

の中で子どもの意思決定を促して治療へ反映させ

る役割を果たしていきます。

また、子どもに適した方法でセーフケアを確立

することが子どもの社会生活への適応を促進しま

す。そして、子どもの心身の健康や社会生活への

適応、子どもと家族の関係など、幅広い視点から

対象をとらえ、子どもと家族がより満足度の高い

生活を送れるように支援することが重要です。

また、家族に対しましては、子どもの健康だけ

でなく、親であったり、兄弟であったり、家族員

のウェルビーイングに着目して家族とともに治療

や健康管理、養育を検討し実施することで子ども

の成長発達や健康を促進し、さらには家族の満足

度を高めていきます。子どもの健康維持を促進す

るためには、親の育児能力を高めるということも

大切になります。さらに、子どもと家族の相互関

係を促進して、発達段階に適した関係を築いてい

けるように支えることも、看護の重要な役割と

なっています。

ますので、まずこの前提に基づきまして小児看護

の目標というものがあるわけですけれども、まず

子どもの健康というものが、家族や社会とのつな

がりの中で身体的・精神的・社会的な存在とし

て、それぞれの健康レベルに応じて健やかな成長

発達を遂げることというふうに定義しております

ので、小児看護の目標の、健康な体をつくり、豊

かな心を養い、個人として、また、家族や社会の

中で健やかに生きていけるようにすることという

ふうに定義されております。

小児看護の役割
子どもの成長･発達の促進

子どもの健康増進

･情報の提供

･生活習慣の改善

子どもの苦痛緩和と疾病管理

･意思決定を促す

｡自己管理

･QOLの向上

家族の支援

･家族の位置づけ

･育児能力の向上

・相互作用の促進

粛鹸弓匝学風座小児宕匝孚濠塗より

これは『小児看護学概論』という看護の教科書

の中で定義されている小児看護の役割なんです

が、まず最初として、子どもの成長発達の促進と

いうものがあります。子どもは健康であることが

望ましいんですが、たとえ健康問題を持っていて

も、子どもが成長発達の過程にあるということに

は変わりはありませんので、子どもがそれぞれの

健康レベルに応じて各時期に特有の発達課題を達

成していくことが大切となります。

次に、子どもの健康増進とありますけれども、

健康な子どもから健康問題を持つ子どもまで、さ

まざまな健康レベルの子どもに共通する看護の役

割として、新たな疾病や事故を予防し、 より健康

的な生活が送れることを目指した情報提供という

ものがあります。さらに､子どもは食事や排せつ、

|睡眠など、健康の基盤となる生活習慣を家庭の中

で確立しますけれども、小児期に確立した生活習

慣はその後の生活に長期的に影響を及ぼしますの

で、生涯にわたる健康の基礎基盤づくりとして、

栄養改善と食を通じた健全育成など、子ども自身

への健康教育の充実を図るとともに、家族全体の

生活習|貧から将来を見通した潜在的リスクを把握

子どもの権利宣言

'塗… 勧鱗搬
鰯

呼る病気などで命をうばわれないこ
酋魏ｵがをしたら治療を受けられる

3守られる権利

＄熱
4参加する権利

謹霧難鮮溌騨騨蕊鱗
呈三争う漣誌一ムベ→より隆屏
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それを踏まえますので、まず子どもの元気とい

うものを尊重していくということですね。これは

ユニセフのホームページから抜粋していますけれ

ども、子どもの権利宣言の中で一番重要とされて

いる4つの原理がありまして、この4つの原理と

いうものは、特に医療においては重要かなと思わ

れることと一致しているかなと思うので今回持っ

てきたんですけれども、まず第1に生きる権利で

すね、第2として育つ権利、3番は守られる権利、

4番として参加する権利、これらの権利に基づい

て子どもたちは支援されていくということになる

と思います。

対してどういう看護が必要であるかということを

導き出していくわけですけれども、その上で成長

発達、あるいはセルフケア能力の独得に向けた支

援を行っていきます。その中で、強制的にならな

いようにということが重要であるなというふうに

思っています。検査や処置であったり、必ず薬を

飲まなければならなかったり、この検査を必ず受

けなければならなかったりという状況があります

けれども､ただしなければならないからするのよ、

じゃなくて、その中で、子ども自身がそれを納得

して受け入れるようなプリパレーションによって

子どもの心理的準備を支えていくということがあ

ります。全く大人の都合だけで動くんではなく

て、意見や希望を取り入れることができるところ

は取り入れていくというふうにしております。そ

れは、先ほども言いました子どもの権利の尊重と

して、納得を得ることの重要性であり、子ども自

身が主体的に治療に取り組むということが大事で

すので、そのためにも強制的にならないようにと

いうふうに進めております。

病気の子どもへの看護

入院という非日常生活に適応し､新たな日常生活を
作り出せるように環境を整える

成長･発達に合わせた病気への取り組みを支援する

ヨーテ

子どもの病態｡全体像｡生活力を

踏まえたうえでの看護の必要性を

どのように理解するか

強制的にならないように

ただ検査や処置をするのではなく､プレパレーション
によって子どもの心理的準備を支える

意見や希望を取り入れることができるところは取り入
れるようにする

弓－F

権利の尊重としての納得を得ることの重要性

主体的治療への取り組み
ー、----------_-

子どもっていうのは本当に、病気をした子ど

もって、本当に優しいんですね。自分が痛みがわ

かるので、その分、人に対する痛みというものを

すごくわかって優しくなれるのかなと思うんです

けれども､そういう子どもを支えていくためにも、

まず子どもの入院という非日常生活に適応して新

たな日常生活をつくり出せるような環境を整えて

いく必要があります。

また、成長発達に合わせた病気への取り組みを

支援していきます。それは､子どもの病態ですね、

今現在この病気のどういう状況にあるかという病

態、あるいはこの子の全体像、あるいは生活力と

いうものを踏まえた上での看護の必要性、どこに

看護を必要とするのかということを理解していか

なければならないというふうに考えております。

そのためには、病態による日常生活への影響の理

解をしていくためにも、看護過程の展開というも

のを行っていきます。その子の病状、あらゆる情

報から病状をアセスメントすることで、この人に

プリパレーションのお話をしましたけれども、

プリパレーションは看護師がもともと行わなけれ

ばならないというふうに定義していたんですけれ

ども、最近プレイスペシャリストの存在であった

りとかで、保育士さんによるプリパレーションが

検討されていて、そちらのほうでも効果が出てい

るということでしたので、まあ、だれがするのか

というところはちょっと置いておきたいかなとい

うふうに思います。

プリパレーション自体がもともと子どもの納得

を得るためのものですけれども、じゃ、納得とは
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何かというところになると思うんですが、私自身

が、移植を受ける子どもさんのお母さんにお話を

聞いて、そのときに子どもの納得とはどういうも

のかという形でお話を聞いたんですけれども、親

御さんは、納得というより受け入れというふうに

とらえているかなと思いました。その後、年代に

よってというか、私たちは発達段階に応じてとい

う話をするんですけれども、親御さんたちは、子

どもの反応によってという形でとらえているんで

すけれども、理解度であったり、決定力であった

り、子どもの日常的な反応によって、その受け入

れ度というものを変えているんですけれども、大

体ちっちゃいお子さんからいいますと、例えばお

部屋を変わらなければならないとか、お薬を飲ま

なければ、お薬自体が種類が変わったりというこ

とがありますので、そういう変化自体を受け入れ

てくれればいいというところと、とりあえずしな

ければならないということを理解してくれればい

いというところで必要性の受け入れということ

で、最終的にはやっぱり、これの必要性、あるい

は自分の病気というものを理解して、これを受け

なければならないんだ、こういうことがあるんだ

けれども、これをしていく必要があるんだという

ことを前向きにとらえていくということで主体的

な受け入れというふうな3段階あるということが

わかっておりますけれども、この納得というもの

をどういうふうにとらえているかということも重

要であるかなと思います。

意見や希望を取り入れるというのも、 日常生活

にもかかわってくると思うんですけれども、入浴

時間だったり、入浴の仕方ですね。 IVHが入っ

ているので座っておふろに入らないといけないと

いう子が、ちょっと工夫することで泳ぎ出した

りっていうこともあったりするので、そういう状

況でいろいろな工夫をしていくことによって、子

どもがしたいことができるところをつくり出して

いくことが大事かなというふうに思います。お薬

でも、散剤と錠剤で選べる場合とかもありますの

で、そういうことも大事かなというふうに思いま

す。

やっぱり看護師というのは健康問題を考慮する

というところですごく重要ですので、健康問題と

いうところで看護師の役割を担っていく必要があ

るのではないかなというふうに思います。

ストレスが軽減できるように

必要以上のストレス負荷を避ける

自分の意見や希望を表明できる環境づくり

安全で楽しく過ごせるような配慮

三－←
一～

F画ストレスによる

病気や治療への否定的感情

苦痛の増大･免疫機能の低下

ホルモンバランスの変調

損員で入…喝竃ﾘｽ
ﾄﾚｽ朝働く堂ぞ里と､鈍い

ｽﾄ嘘芽あると塗酷の
鋤鼎…、
白血球･榊…少

”リカで…のセン
スがある理Q摩”が
る“署衣解ある
ﾉ”ルナリン鉾鹿腫上
る領”急の不寮症さ

ストレスが軽減できるようにということですけ

れども、必要以上のストレス負荷は避けていくと

いうことになります。全くストレスがなくなるこ

とはありませんので、逆に病院の中でストレスが

ない状態になってしまうと、それはおうちに帰れ

ないということになってしまうので、おうちがス

トレスになってもらっても困るので、必要以上の

ストレス負荷をかけないということになると思い

ます。

強制的というところとちょっとつながるかと思

いますけれども、 自分の意見や希望を表明できる

環境づくりというものを考えていきます。安全で

楽しく過ごせるような配慮もしていかなければな

らないということになります。

これは、ストレスによりまして、病気や治療に

否定的観念を持ってしまうということが大きく挙

げられます。ストレスがあって、その治療に否定

的観念を持ってしまいますと、治療への協力がで

きないということになりますし、 もっといきます

と拒否してしまうという状況がありますので、そ

うすると何のために入院しているのかわからない

という状況になってしまいます。また、ストレス

があることによって苦痛が増大してしまうという

こともありますし、免疫機能が低下することによ

りまして、感染など、さらに必要以上の病気に

なってしまうということになってしまうと思いま

すし､ホルモンバランスが偏重することによって、

そういう状況が起こっていることがありますね。

アメリカのある小児がんの研究がありまして、

－49－



ユーモアのセンスがあると感染率が下がるという

研究がありまして、ユーモアというのは、ユーモ

アセンスというのは、 日本で考えると、前向きに

明るく過ごせる人たちというふうに私はとらえて

いるんですけれども、それを前向きにとらえられ

るっていうことが、やっぱり免疫機能に影響する

ということで、感染率にも影響があるんではない

かなというふうに思っています。また、ストレス

がたまり過ぎますと、ノルアドレナリンの放出に

よって精神状態が不安定になって、さらに不安状

態をつくるんではないかなというふうに思ってお

ります。

うに思います。ただ、それは、先ほども言いまし

たように、つらい体験から自尊感情が低下してし

まう可能性もありますし、 PTSDという形で表

現されていることもあるんですけれども、やっぱ

り脱毛であったり、個人イメージが偏重すること

によってからかわれたりということが、最近大分

少なくなってきているんだとは思うんですけれど

も、周囲の無理解があったりとか、よくお母さん

方にお話を聞くんですね、近所の方にどこまでお

話しするのかという話をされたりとかしますし、

全く何もそういうふうにひやかしをしようとか考

えていないんだけど、どうしてそこに傷がある

の？というふうな子どもの素朴な疑問にショック

を受けたりということもありますので、なかなか

そこのショックというか、つらい体験というもの

に気をつけていかなければならないということも

ありますし、発達課題の狸得という状況からも、

これが大事ではないかなというふうに思います。

病気っていうものはどうしても、子の年代に

よっては罪や罰としてとらえやすいというところ

がありますので、それをいかにそうではないとい

うことを取り入れていくかということが大事かな

というふうに思っております。

ちょっと昔の話なんですけれども、あるときに

病気になって点滴をした経験のあるお子さんがお

見舞いに来たときに私の横を歩いていたんですけ

れども、後ろお母さんで、 「看護師さんだよ、悪

いことしちゃ、注射されるよ」っておっしゃった

んですね。そうたらもう本当に体がびくっと緊張

して、 もう本当に距離がぐっとあいたんですね。

本人としては、それはすごい恐怖だったんだなと

いうのがそこで見えたんですけれども、親御さん

も言ってびっくりしたという顔しちゃっていまし

たけれども、 「悪いことをしたら注射されるよ」

と言ってしまうと、本当に注射が必要になったと

き、 自分は悪いことをしたんじゃないかというふ

うに思ってしまうということもあるので、そこも

気をつけていかなければならないのかなというふ

うに思います。

慢性疾患の場合でしたら、治療の継続というも

のが大事になってきますし、思春期の方の内服と

いうのはイメージにかかわる問題であったり、遊

辛い治療を乗り越えることでの達成感
を感じられるように

・子どものがんばりの尊重

・ 自分のことを自分でできるような環境

・自分の病気や治療の必要性を理解して納得し
て取り組めるようにする

－，織摺蝋

辛
町

し
Ｓ

これが一番大きいかなというふうに思うんです

けれども、つらい治療を乗り越えることでの達成

感を感じられるようにしていきたいなというふう

に思っています。なかなか自尊感情が低下しやす

い状況にありますので、発達課題である達成感を

持つということにつながることが大事かなという

ふうに思います。そのためにも子どもの頑張りの

尊重というものも必要ですし、子どものことを、

自分でできるという関係をつくっていくというこ

とが大事かなと思います。どうしても残念ながら

看護師というのはやっぱり日常業務というものを

たくさん抱えておりますので、時間内に済ませよ

うとして、どうしても待つというのがなかなか難

しかったりすることもあるので、なるだけ子ども

が待てるようにするということも大事だというふ

うに思っております。

自分の病気や治療の必要性を理解して、納得し

て取り組めるようにするということも大事かなと

いうふうに思います。先ほども言いましたよう

に、変化の受け入れでもいいので、自分自身が納

得して取り組めるということが必要かなというふ
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けれども、かなり環境が変わりますので、そうい

う意味ではちょっと不安定になるということもあ

るので、この対処も必要ですし、退院前の日常生

活に速やかに移行できるようにしていかなければ

ならないというふうに思います。

退院後の健康問題に対する親御さんの精神的負

担というのはかなり大きいんですけれども、これ

は退院後の健康問題の判断というものが、先ほど

いろいろ出ていた。だから、状況を知りたいとい

うよりは、判断を求められたときにどう判断して

いくのかということが学校の先生にとって難しい

というのがあるんだと思うんですけれども、親御

さんというのは、それをかなりよく訴えられてい

ることですので、異常を見逃すことに関しての恐

怖というものがものすごく大きくて、あるてんか

んを起こしたお子さんがいらっしゃったときに、

夜中にてんかんが起こって呼吸がとまってしまう

ことが恐怖で、夜眠れないんですというお母さん

がいらっしゃったぐらいなので、そういう親の恐

怖というものも、やっぱり退院というものに重要

なポイントを占めているのかなというふうに思い

ます。

長期入院後の地域の受け入れ状況ですね。最近

はもう学校、あるいは教育委員会もすごく動いて

くださるようになりましたので、 とてもいい状況

になってきているんですけれども、後でちょっと

連携のところでお話をしたいと思いますけれど

も、特に学校の場合には､県をまたがると、ちょっ

となかなか難しい問題であったりするのかなとい

うのもあります。また、周囲にどのように説明す

るのか｡先ほど告知のお話もありましたけれども、

告知していない場合というのもあったりするんで

すけれど､実は告知はしていないんですけれども、

病状を説明しているということも結構あるので、

そこのところをどういうふうに聞いているのかと

いうのも大事かなと思いまして､あるお母さんが、

その子は急性リンパ性白血病だったんですけれ

ど、あるタレントさんが急性骨髄性白血病だった

んです。子どもさんから「お母さん、私、この人

と同じ病気？」と聞かれたんです。「違う」って

答えたんですね。で、どこが違うんですかって話

聞いたら、この人は急性骨髄性白血病で、この子

ぴが優先されたり、お食事が優先されたりとか、

いろんな問題がありますし、まだちいちゃいお子

さん方でしたら、いつの時期に本人に管理を任せ

るのかという難しさというものが出てくるかなと

いうふうに思います。

遊びの工夫ですね。いろんな遊びの工夫があっ

て、今回いろんな発表を聞かせていただいて、た

だ遊びというくくりでいいのかというく､らい、い

ろんな試みがされているんだなというふうに、改

めて思い知った状況なんですけれども、治療の取

り組みを遊びに取り入れる、プリパレーションも

その一つとして考えられたらいいかなというふう

に思っていますけれども、そういうふうにしてい

きたいなと思っております。

入院している子どもたちのお医者さんごっこっ

て本当にリアルなので､本当に薬名､薬剤名が入っ

ていて、すごくリアルなので、それを見ていると、

この人たちの理解力ってすごいなというふうに思

うんですけれど、どこまでわかってやっているの

かなというふうに思うんですけれども、ごっこ遊

びというのは、社会の模倣をどのように理解する

かということを理解する上でもものすごく大事だ

と思いますけれども、そういう意味でも、お医者

さんごっこのリアルさっていうのは、この人たち

ならではの理解かな、体験なのかなというふうに

思っております。

退院支援

退院してお家に､通いなれた学校に帰っていくため
の､退院後の生活を想定した支援をする

一一一

退院直後の不安定な健康問題への対処

退院前の日常生活への速やかな移行

退院後の健康問題に対する親の精神的負担

最後には退院支援というものが大事になります

ので、退院しておうちに、あるいは通いなれた学

校に帰っていくための、退院後の生活を想定した

支援が必要となります。退院直後というのはまだ

まだ健康問題としては不安定な状況ですけれど

も、病院側としては、大丈夫だから返すわけです
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は急性リンパ性白血病だから違うんだと｡だから、

親はあえて違うということを言いたかったという

のと､あと小児がんということを言いたくないと、

がんであるということを言いたくないから、あえ

てがんとは言わないために、病状は説明するけど

という形も結構聞かれるので、そこも、単純に病

名告知という病名だけじゃないということで、も

のすごく難しいんだなっていうふうに思っていま

す。

あと、先ほども言いましたイメージの偏重。こ

こで問題なのが、なかなか周囲が受け入れてくれ

るかどうかという問題もあるかなというふうに思

います。

ダーシップをとるのかというところが問題なのか

なというふうに思っています。だれかがリーダー

シップをとらないと、なかなか動きにくいという

問題、調整役が必要になってくるのかなというふ

うに思います。どのような連携が可能かというこ

とも大事かなというふうに思っております。

もう一つは、個人情報保護法の関係もすごく

あって、直接連携がとりにくくなっているという

のも、大きな問題なのかなというふうに思ってい

るんですけれど、今回この話が全然出ていなかっ

たので、ちょっとどうかなというふうに思ってい

るんですけれども。

だれがリーダーシップをとるのかっていうとこ

ろでしたら、子どもや家族に一番近いのはだれな

のかなというところが一番大きいのかなというふ

うに思います。一番日常生活でやはり健康問題に

かかわるのは看護師なのかなと思って、看護師が

一番リーダーシップを取らなければならないん

じゃないかなと思っていたんですけれど、どうも

最近保育士さんのほうが一番近いのかなと思った

りとかして、だれが一番リーダーシップをとるの

がいいのかなというのは、ちょっと私も悩んでい

るところです。

どのような連携が可能かというところで、地元

の病院に入院しているとは限らないというところ

が大きいところなんですね。まあ､学校の先生が、

担任の先生は、折を見て連絡をとってくださった

らいいんですけれども、県がまたがっている場合

とかになりますと、なかなか難しい問題で、土日

に長距離を来てくださるかという問題も出てくる

かなと思いますね。

連絡のとり方というのも一つの問題があって、

大分前になるんですけれども、まだ個人情報保護

法のないときに、退院時サマリーというのを病

棟から学校に送るっていう話が出ていたときに、

やっぱり病院側としては、学校側がどういう情報

が必要なのかがわかりにくいというところで、先

ほど何かたくさん、こういうふうなことが必要だ

ろうということを出されていたので、こういうの

はだんだん改善されているのかなというふうに思

いますけれども、学校側としては、病院によって

サマリーの様式が違うので、どこをどういうふう

病院と地域･学校との連携

・入院中の日常生活を整える

。退院後の生活に速やかに移行できるような、
入院中からの連携

誰がリーダーシップを取るのか
どのような連携が可能か
個人情報保護法

最後になりましたが、病院と地域、学校との連

携をしていく上で、この連携というものは、皆さ

ん必要だなということは重々わかっているんです

けれども、連携していくためにも、 2つの視点が

あるのかなというふうに思っておりまして、入院

中の日常生活を整えるためにどういうふうに連携

するのかというところと、退院後の生活に速やか

に移行できるような入院中からの連携というも

の、その2つの視点から連携を考える必要がある

のかなというふうに思っております。今私、退院

後の生活に速やかに移行できるような入院中から

の連携というものを検討するために、親御さんで

あったり、養護教諭の方にも聞き取り調査をさせ

ていただいているところなんですけれども、 もし

私もかかわりたいと言ってくださる方があれば、

一緒にさせていただきたいなというふうに思って

おります。

その連携の中で問題になるのは、だれがリー
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に情報としてとれるのかがわからないという話も

ありましたので、この辺も考えていく必要がある

のかなというふうに思いますし、ただ、こういう

ふうにお互いやりたいという理想だけはしゃべれ

るんですけれども､お互いの役割であったりとか、

バックグラウンドが違いますので、そこの制約と

いうのが、できるところとできないところという

ことをきちんとお互いに把握していくことが大事

なのかなというふうに思っております。

以上、看護の立場から、こういうように考えて

取り組んでおります。ありがとうございました。

(拍手）

今回、 「子どものこころとからだの健康をはぐ

くむ」というテーマをいただいて、私はここで4

つのお話をさせていただきたいと思って、 まとめ

てきました。病気や障害を持つ子どもや家族の支

援が目指すもの、子どもはもちろん家族もトータ

ルでケアすることが大切、心理士って何する人？

病気や障害のある生活を通して見られる成長と

は、これを次々お話ししていきたいと思います。

／病気や障害をもつ子どもや家族の支援が 、

目指すもの

・病気や障害をもっていてもその子らしい
輝かしい成長を遂げること

西牧:野村先生、どうもありがとうございました。

それでは、シンポジストの発表の最後です。筑

波大学病院の臨床心理士の日高先生、よろしくお

願いいたします。

o一人の力では難しい｡。.

・どんな人たちが力を貸してくれるの？

ノ、
日高：ご紹介ありがとうございました。今回「子

どものこころとからだの健康をはぐくむ」という

テーマをいただいて、心理士の立場からお話をさ

せていただきます。筑波大学附属病院の中にあり

ます茨城県難病相談・支援センターというところ

に勤務しております臨床心理士の日高です。よろ

しくお願いいたします。私は、茨城県難病相談・

支援センターというところで、茨城県内のいわゆ

る難病と言われる一般特定疾患の大人の患者さん

やご家族、また、小児慢性疾患のお子さんや、そ

のご家族の方たちの相談をお受けしております。

まず病気や障害を持つ子どもや家族の支援が目

指すものについてですけれども、病気や障害を持

つ子どもや家族の支援が目指すものは、何といっ

ても病気や障害を持っていても、その子らしい輝

かしい成長を遂げることと言えると思います。そ

のためには一人の力では難しいのが現状です。で

は、どんな人たちが力を貸してくれるのかという

と、今回病気の子どもや家族のサポーターという

ことで、このような図を持ってきました。

〆 、〆 、

病気の子どもや家族のサポーター今日のお話

・病気や障害をもつ子どもや家族の支援の

目指すもの

・子どもはもちろん1家族もトータルにケアす
ることが大切

・心理士って何する人？？

・病気や障害のある生活を通して見られる
成長とは？？

ノ、
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医師や看護師をはじめとして保育士さんや学校

の先生、薬剤師さんや栄養士さん、 リハビリテー

ションのスタッフ、ソーシャルワーカー、臨床心

理士、ボランティアの方たち、多くの方たちが、

それぞれの専門性を生かして子どもや家族にかか

わっていきます。今回私は、この図の中で、真ん

中に「患者・家族」と書いて一つのマルでくくり

ました。こういう図はいろんなところで見受けら

れると思うんですけれども、中には患者を一つの

マルでくくって、家族をサポーターのほうに加え

ている図もよく見かけられます。今回なぜ私が患

者・家族を一つのマルでくくったのかということ

とが、次のお話につながってきます。

そう考えられるので､先ほどの図で示したように、

患者・家族を一つのマルでくくってご紹介しまし

た。

、〆

トータルケア(包括的な支援)ってなに？

oWH○の緩和ケアの定義(2002年）

緩和ケアとは､生命を脅かす疾患による問題に

直面している患者とその家族に対して､疾患の
早期より痛み､身体的問題､心理社会的問題、

スピリチュアルな問題に対してきちんとした評価

をおこない､それが障害とならないように予防し
たり対処したりすることで､QOLを改善するため
のアプローチである

ノ、、

先ほどからトータルにケアすることが大事とい

うお話をしていますけれども、 トータルケアって

何？ということですけれども、いろんな言葉で示

されます。全人的ケアとか、包括的な支援とか、

緩和ケアとか｡2002年にWHOが緩和ケアの定義

を改定しました。緩和ケアとは、生命を脅かす疾

患による問題に直面している患者とその家族に対

して、疾患の早期より痛み、身体的問題、心理・

社会的問題、スピリチュアルな問題に対してきち

んとした評価を行い、それが障害とならないよう

に予防したり対処したりすることでQOLを改善

するためのアプローチであると定義しています。

緩和ケアというと、まだまだ一般的にはがんの患

者さん、それも終末期の患者さんのケアとして理

解されることが多いんですけれども、 2002年の時

点でWHOがこのように定義していますね。

、／

子どもの病気と家族

o子どもの病気･生命が続く限り家族は

サポーターとしての役割を担い続ける

・家族役割の変化､家族機能の歪み､常に
高い緊張感を強いられる

→医療･社会資源によるケア

→緊張状態が緩み､和み､解きほぐれ、

一歩づつ前進していく気持ちになる

、 ノ

子どもはもちろん、家族もトータルでケアする

ことが大切。子どもの病気と家族の関係を見てみ

ると、子どもの病気、生命が続く限り、家族はサ

ポーターとして役割を担い続けることとなりま

す。家族役割の変化、家族機能のゆがみ、常に高

い緊張感を強いられることとなります。ここで適

切な医療、社会資源によるケアが加わることで、

そういった緊張状態が緩む、和む、解きほぐれ、

一歩ずつ前進していこうという気持ちに変化して

いきます。こういった変化は、 もちろん、いろい

ろな不安や問題を抱えていらっしゃるご家族に

とっても非常に重要な変化です。ただ、ご家族だ

けではなくて､お子さんのことを考えたときにも、

だれよりも一緒にいて安心できる相手が常に不安

や緊張状態の中、そばにいてくれるのと、そうで

はなく、和み、解きほぐれ、前向きな気持ちでそ

ばにいてくれるのとでは､全然違ってきますよね。

なので、こういったご家族をサポートすることと

いうのは､子どものサポートにもつながっている、

~、〆

トータルペインってなに？

、 ノ
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ここで身体的問題、心理・社会的問題、スピリ

チユアルな問題というのが対象に挙げられていま

す。 トータルケアの対象となるのは、このトータ

ルペインになります。 トータルペインって何？っ

ていうことですけれども、一般的にこれはがんの

患者さんの病気に伴う苦痛をあらわすときによく

見かけられる図ですけれども、こういった4つに

くくられています、身体的苦痛、社会的苦痛、精

神的苦痛､スピリチュアルペイン｡決してこのトー

タルペインというのは、大人だから、子どもだか

らという理由で生じるわけではないですし、病気

の種類によって生じる、生じないというものがあ

るわけではなくて、すべての病気の患者さんにこ

ういうものが生じるんだと思います。

子どもの病気に関係して家族が抱える問題

【例】
。日々の世話に伴う疲労
・ハイリスク治療の意思決定

・子どもの発病や悪化に対する自責の念
・子どもの将来への不安

･子どもの病気をどうすることもできない無力感

・経済的な負担
・夫婦または親子関係の変化
。きょうだいや配偶者への気遣い

また、子どもの病気に関係して家族が抱える問

題を見てみると、 まず身体的苦痛としては、 日々

の世話に伴う疲労、精神的苦痛としては、ハイリ

スク治療の意思決定、子どもの治療の中には、 も

ちろん病気を直す目的で治療をするんですけれど

も、治療の過程で命を落とす危険があるような治

療も中にはあります。そして、小児医療の特徴で

すけれども、親御さんたちは、子どもの代弁者と

して、 こういったハイリスクの伴う治療を決定し

ていかなければなりません。子どもの発病や悪化

に対する自責の念、子どもの将来への不安、 まだ

生後数日の赤ちゃんを目の前に、この子は学校に

行けるんだろうか、この子は結婚できるんだろう

か、就職できるんだろうか、そういった先々のこ

とまでも心配されています。子どもの病気をどう

することもできない無力感。この前も、あるお子

さんの親御さんが、 「この子は病気や障害がある

から、すべて病院に管理された状態で私の手元に

いるんです。私が親として自由にできることはほ

とんどなくて、何だか親として情けなくなっちゃ

うんです」っていうことをお話になられました。

また、社会的な苦痛としては、経済的な負担、 ま

たは親子関係の変化、兄弟や配偶者への気遣いな

どが挙げられると思います。

これまで病気の子どもやご家族のトータルペイ

ンがあるかどうか説明して、そこには一人ではな

く、いろんな人たちが協力してトータルケアを提

供することが大切だというお話をしてきたんです

けれども､では､そのトータルケアを提供するチー

ムの一員として、心理士って何する人なのかって

いうお話をしたいと思います。

病気の子どもの抱える問題

【例】
・病気や処置による痛み

。留置中心静脈カテーテル

・病気そのものへの不安

。治療への不安や恐れ
。死の恐怖
･自分の身体的変化への戸惑い
・両親の不安定な精神状態

・生活を制限されることへの苛立ち

・自分が病気になったことへの疑問

実際に病気の子どもを抱える問題について先ほ

どの図に当てはめて少しずつ見てみると、まず身

体的な苦痛として、病気や処置による痛み、留置

中心静脈カテーテル、カテーテルをそのまま体に

直接入れているわけですから、これも身体的苦痛

として考えられると思います。それから、精神的

苦痛として、病気そのものへの不安、治療への不

安やおそれ、死の恐怖、 自分の身体的変化への戸

惑い、両親の不安定な精神状態。社会的苦痛とし

ては、生活を制限されることへのいら立ち、入院

生活を余儀なくされるお子さんの中には、学校を

長期にお休みしなければならなかったり、中には

転校しなければいけないお子さんもいらっしゃい

ます。こういったことも、社会的苦痛に挙げられ

ると思います。また、スピリチュアルペインとし

て、 自分が病気になったことへの疑問なども抱え

て生活されています。
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を見せて、どんなふうに接しているか、そういう

ことも大切に観察しながら、 よりよく理解してい

くために努力をしています。そして、そういった

観察では、わからない部分を補うために、必要に

応じて心理検査や知能検査をとることもあります。

そして、 3つ目に、臨床心理学的地域援助、こ

れは平たく言えば他職種との連携ですね。これは

病院内での連携というだけのお話ではなくて、子

どものご家族もやはり地域の中で生活されていま

すから、学校に復学されるときに、病院でかか

わっていたときの様子なんかをまとめさせていた

だいたり、心理士にはこういうお話をされた時期

もあったんだとか､逆に、私たちがかかわる中で、

お子さんやご家族の、あ、こういうところ、すご

く力があるなって感じた部分を積極的にお伝えし

ていくようなこともします。なので、 これ、見立

ても、最初の一回きりではなくて、見立てと対応

というのはセットでやっていまして、 カウンセリ

ングをしながら、 また、他職種の方との連携をと

りながら、常に私たちはアセスメントをしながら

見立てを立てていきます。

心理士って何する人？？

｡心の問題を解決することを援助

･心や人間関係をより豊かにするための援助

心理士って何する人？ということなんですけれ

ども、 きょう、 ここで、私は、このようにまとめ

てきました。心の問題を解決することを援助する

のが仕事です。そして、心や人間関係をより豊か

にするための援助、これも心理士の大事な業務の

一つだと考えています。

心理士って何する人？？

｡援助の軸になるもの

1．臨床心理学的面接

→カウンセリング･プレイセラピー･心理療法

2.臨床心理アセスメント(見立て）

→関わりながらの観察／心理検査･知能検査

3.臨床心理学的地域援助(他職種との連携）

・見立てと対応(面接･連携)はセット

→望ましい援助のために何に注目するか？

病気や障害をもつ子どもに心理士が関わ

るうえで大切な3つの視点

｡病気の子どもへのこころのケア

・家族へのこころのケア

･医療スタッフと患者･家族との関係調整

心理士の援助の軸になるものですけれども、

ちょっと難しい言葉で書いてありますが、臨床心

理学的面接、これはカウンセリングやプレイセラ

ピー、心理療法、そして臨床心理アセスメント、

見立てですね、かかわりながらの観察。私たちは

実際患者さんやご家族とお話をさせていただきな

がら、 自分の目で見たもの、耳で聞いたもの、そ

ういった情報もとても大切にしていきます。

お子さんとのかかわりを例に挙げさせていただ

ければ、私たち、お子さんたちと積極的に遊ぶこ

ともさせていただいています。目の前のお子さん

に遊ぶエネルギーがどれぐらいあるか、 または遊

ぶ前にすごく不機嫌だったお子さんが､遊び終わっ

た後、どんなふうに気分転換されているか、いろ

んな人とかかわる中で、それぞれの人にどんな顔

そこで、望ましい援助のために何に注目するか

ということについてですけれども、病気や障害を

持つ子どもに心理士がかかわる上での大切な3つ

の視点ということですけれども、病気の子どもへ

の心のケア、家族への心のケア、医療スタッフと

患者・家族との関係調整、常にこの3つのポイン

トを頭に置きながら観察し、情報を集め、 インタ

ビューをして、面接をしたり、他職種の方と連携

をとったりしながら仕事をしています。
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すので、プレイセラピーや描画療法などを用い

て、不安な気持ちを表出できる場所をまず提供し

ます。そして、 さまざまな形で表出された感情を

代弁していくことをします。

病気の子どもへのこころのケア

・話しやすい関係を築く関わりを心がける

→子どもたちが問題を抱えたときに､そのことを打ち
明けやすくなる

・子どもたち自身がどのようなリソース(資源･資
質･能力)を持っているかを知る

→すでに有るもの､やれること､持っている力を知る

→問題を抱えた際にそのリソースをどう活用し乗り
越えていくことができるかを検討する手がかりに
なることがある

家族へのこころのケア

。ゆっくりと話ができる場を提供

→病気や治療への不安のみならず療養生活全般の
悩みを聴く

。障害や病気をもって生まれてきた子どもであって
も必ず成長していくことを伝える

。病気の子どもに対して親としてできることを一緒に
考えていく

。一緒に子どもを見守り､子どもの成長や変化を
フィードバックする

→専門家によるサポートもより充実したものになる

病気の子どもへの心のケアについてですけれど

も、 まず話しやすい環境を築くかかわりを心がけ

ています。子どもたちが問題を抱えたとき、その

ことを打ち明けやすくなります。子どもたち自身

がどのようなリソース、資源、資質、能力を持っ

ているかを積極的に知っていきます。既にあるも

の、やれること、持っている力を知り、問題を抱

えた際に、そのリソースをどう活用し、乗り越え

ていくことができるかを検討する手がかりになる

ことがあります。

家族への心のケアですが､まずご家族には､ゆっ

くりと話ができる場を提供します。病気や治療へ

の不安のみならず、療養生活全般の悩みを伺って

いきます。障害や病気を持って生まれてきた子ど

もであっても､必ず成長していくことを伝えます。

病気の子どもに対して親としてできることを、一

緒に考えていきます。一緒に子どもを見守り、子

どもの成長や変化をお伝えしていきます。専門家

によるサポートも､そうした活動をしていく中で、

より充実したものへとなっていきます。

病気の子どもへのこころのケア

。学校や友だち､きょうだいとの交流を支援する

。治療以外に目標をもつ

→友だちやきょうだいに宛てたｶｰドの作成

→自分の病気をどのように伝えていくかを一緒に
考える

。不安や恐怖を表出できるよう促す

→プレイセラピーや描画療法などを用いて不安な気
持ちを表出できる場を提供

→さまざまな形で表出された感情を代弁する

スタッフと患者･家族との関係調整

。子どもの頑張りや成長を家族や医療スタッ
フに伝える

→大人たちが子どもの新たな－面を知る

具体的には、学校や友達、兄弟との交流を支援

したりもします。治療以外の目標を持ち、友達や

兄弟にあてたカードの作成を一緒にしたり、思春

期のお子さんなんかですと、実際学校に戻ってい

くときに､自分の病気を友達にどう伝えていくか、

非常に大きなテーマです。そういったことも、ど

ういうふうに伝えていくのがいいか、一緒に考え

ていったりもします。また、不安や恐怖を表出で

きるよう促します。大人でもそうですけれども、

自分が抱えている不安や恐怖を上手に言葉にして

伝える、 これ、なかなかハードルが高いです。で

。子どもや家族の不安な気持ちを代弁する

→医療スタッフの中で共通理解が深まり、より

充実した支援を提供できる

スタッフと患者・家族との関係調整ですが、子

どもの頑張りや成長を、家族や医療スタッフに積

極的に伝えていきます。大人たちが子どもの新た

な一面を知るきっかけになります。子どもや家族

の不安な気持ちを代弁していきます。医療スタッ

フの中で共通理解が深まり、 より充実した支援の
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提供へとつながっていきます。また、時には、子

どもや家族と医療スタッフの間に生じた誤解を解

くきっかけになったりもします。

の3つの症状すべて、あるいは一部を経験してい

る場合に、心理的外傷ストレス反応と呼びます。

また､日常生活が大きく影響されるようであれば、

PTSD心的外傷ストレス障害と診断されることに

なります。

､ん経譲有の王沽は艮

)症状､行動上の問題
I症状の発症率は低い

し経験者とその家族の

体やその治療､あるい

生きる過程に関連した
､の外傷後ストレス存属

心的外傷後の成長(PTG:PostTrauma廿cGrowth)

．周囲への思いやり､友人が増えた、
仕事の能率が上がった

@PTSRが強いほど心的外傷後の成長も
大きい

．生命を脅かされるような経験でもサポート
を受けながら体験すると心的外傷後の
成長は大きい

(LimiaP.Bamkat2006)

4つ目に、病気や障害のある生活を通して見ら

れる成長とはということでお話しします。こちら

のスライドは、小児がん経験者の心理学的問題に

ついてです。全般的に小児がん経験者の生活はよ

い状況にあり、抑うつ症状、行動上の問題や異常

を示す心理的症状の発症率は低いと報告されてい

ます。しかし、小児がん経験者とその家族のほと

んどが、がん時代やその治療、あるいはがん経験

者として生きる過程に関連したことで、少なくと

も何らかの外傷ストレスを感じたことがあると答

えていらっしゃいます。

これまで、がんとの闘いで、心的外傷的な出

来事がその後ストレス反応として報告されてい

るということについてお話をしたんですけれど

も、最近私たちをとても勇気づけてくれるような

報告もされていますので、ここで一つ紹介してお

こうと思います。PTGって何？っていうことな

んですけれども、PTGというのはPosttraumatic

Growth心的外傷後の成長です。具体的にどのよ

うなことかというと、病気の経験を通して周囲へ

の思いやり、友達がふえる。これはご家族ですけ

れども、仕事の能率が上がったなんていう報告も

出ています。PTSR心的外傷のストレス反応が強

い子ほど、心的外傷後の成長も大きいと報告され

ています。生命を脅かされるような経験でも、サ

ポートを受けながら体験すると、心的外傷後の成

長が大きいことがわかっています。

がんに関する心的外傷後ストレス反応
(PTSRgPost恥umafJCStreSSReaCfわ"）

①がんとの闘いでの心的外傷的な出来事が再体験されつ
づけていること

②がんとの闘い"がん経験者として生きていくこと"に関連
した状況を実際に回避したり､回避しようとする

③がんとの闘いに関連したことを思い出すと､それに対し
て強い心理的反応を示す

以上の3つの症状全て､あるいは－部を経験。

日常生活が大きく影響されるようであればPTSDと診断
される

心的外傷後の成長(PTG:PostTraumaticGrowth)

。周囲への思いやり、友人が増えた、
仕事の能率が上がった

oPTSRが強いほど心的外傷後の成長も
大きい

。生命を脅かされるような経験でもサポート
を受けながら体験すると心的外傷後の
成長は大きい

(LimiaP.Barakat2006)

がんに関する心的外傷のストレス反応として

は、がんとの闘いでの心的外傷的な出来事が再体

験、フラッシュバックされ続けていくこと、がん

との闘い、がん経験者として生きていくことに関

連した状況を実際に回避したり、回避しようとし

たりする、がんとの闘いに関連したことを思い出

すと、それに対して強い心理的反応を示す、以上
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らない。そういった形で今、本当に上手に親子関

係を築かれて生活されています。

次にご紹介するのが、 「この子にはたくさん教

えてもらったことがあるから、今度私がほかの人

に伝えていく番だと思います」という言葉をいた

だいたことがあります。このお子さんも、生まれ

ながらにご病気をお持ちでした。このお子さんの

病気は非常に複雑で、なかなか治すということが

難しくて、治療の話をするときには、先ほどのハ

イリスク治療のお話ですね、一か八か、生きるか

死ぬかというお話が常にされてきました。本当に

長い、長い闘病生活でしたので、途中でご家族が

息切れしてしまうこともありました。 「もう現実

から逃げたい、 もう毎日毎日ここに来る生活から

逃げ出したい」というふうに言われたこともあり

ます。ただ、このお子さん自身が幾度となく目の

前に来る山を本当にこちら側がびっくりするぐら

い乗り越えてくださって、そういう中で本当に愛

情深くお子さんは育てられました。残念ながら、

このお子さんはご病気があって亡くなられたんで

すけれども、このお言葉をいただいたのは、お子

さんが亡くなった後です｡お子さんを亡くされて、

｢本当に悲しくて、寂しくて、この先どうしていっ

たらいいかわからないという気持ちがあるんだけ

れども、その一方で、あの子との生活を振り返っ

たときに楽しかったこと、 うれしかったこと、 と

てもたくさん思い出せる。だから、今度は私がそ

のことをほかの人たちに伝えていく番なんだと思

います。この時期を迎えて初めて気がついたんだ

けれども、子どもだけじゃなくて、家族も本当に

支えられました｣というお言葉をいただきました。

研究の報告でもあるように、やっぱり適切な支

援が加わることで、ただただつらい体験として残

るんではなくて、その体験の中から成長できた部

分というのをたくさん聞くことができるんだと実

感しています。

最後に、 きようお話しした内容、 この4点でし

た。病気や障害を持つ子どもや家族の支援が目指

すもの、子どもはもちろん、家族もトータルでケ

アすることが大切、心理士って何する人？ 病気

や障害のある生活を通してみられる成長とは、 と

いうことでお話しさせていただきました。ご清聴

こちらでは、私が今までかかわった中で、患者

さん、ご家族からいただいた言葉の中で、あ、こ

れはPTGかなって思われることをご紹介したい

と思います。

エピソード(関わりのなかで見られたPTG)

。「この子にこういった病気が無かったら､こ

んな風に－つひとつの成長を喜んであげる

ことはできなかったと思います」

。「この子にはたくさん教えてもらったことがあ

るから今度は私がほかの人にそのことを伝
えていく番だと思います」

1つ目です｡｢この子にこういった病気がなかっ

たら、こんなふうに一つ一つの成長を喜んであげ

ることはできなかったと思います」と言っていた

だきました。このお子さんは生まれながらにご病

気があって、産後間もなくご病気がわかったとき

には、ご家族の衝撃も非常に大きくて、お子さん

の顔を見ること、お子さんの世話をすること、そ

のこと自体も、お母さんにとっては非常に恐怖で

した。そういった気持ちから病院への足も遠のい

てしまい､面会もたまにいらっしゃる程度でした。

そこで、スタッフから相談を受けた私は、スタッ

フと一緒に､さっきの図ですね､患者さんだけじゃ

なくてご家族も中心に置いて何かできるかという

のをいろんな専門職種が集まって話をしていきま

した。お母さんとお話をさせていただく中で、気

持ちの変化を伺い、時には、 「今は無理しなくて

いい、今は休んでもらって大丈夫です、お子さん

のことは病院でしっかり見ますから」という言葉

をかけ、積極的に休んでいただいたり、そういう

中で、 またお子さんに見られる一つ一つの小さな

成長を伝えていくことをしました。その中で、お

のずとお母さんが少しずつできることを見つけて

いって、それを一緒に喜び、こんなことも次はで

きるんじゃないかなと、時には背中を押すような

かかわりをしてきました。そうした中で、お子さ

んの成長もあって、お母さんから、こういった言

葉をいただきました。今ではこのお母さん、本当

にお子さんのことがかわいくて、かわいくてたま

－59－



ありがとうございました。 （拍手） にそれでよかったのかどうかはわかりませんけれ

ども、そのとき抱えていた問題がいまだに解決さ

れないままずっと続いているものもたくさんある

し、でも、一歩ずつ解決してきているものもある

のだという、そんな感じも今改めて感じさせてい

ただいたところでございます。

時間があまりありませんので、私には15分とい

う時間がありましても、十二、三分で終わらせて

いただこうかと思っております。きょうは、助言

ということではなくて、私が今感じているとこ

ろを少し述べさせていただきたいと思うのです

が、 きょうのお話を伺いながら、大きくは3つの

ことを私は今感じております。 1つは、子どもの

見方というか、子どもをどう見ていくかというこ

と、そして、その子どもにどうかかわっていくか

ということなんですね。例えば、子どもが、今、

告知の問題もありましたし、それから、子どもの

不安感の問題、家庭から離れて、友達から離れ

て、寂しいだろう。あるいは、 自分の将来、この

病気はどうなるんだろう、 「ぼくの病気はいつな

おるの？」という絵本がありますが、そのよう

に、自分は将来どうなっていくんだろうという不

安感、これを子どもが持つということは、どうな

んでしょう、 もし子どもがどんな状況になって

も、心理士がいても、先生がいても、看護師さ

ん、お医者さんがいても、親御さんがどんなにそ

こでいろいろとかかわりを上手にされていても、

そういうことについての不安がない子どもはおか

しいんじゃないかと私は思うんですね。自分が入

院して注射をしなければならない、体のぐあいが

悪いんだ、どうなっていくんだろうということを

不安に思うことはとても正常なことなのではない

かということとして考えるならば、正常な子ども

なんじゃないか。正常なというのは異常という意

味じゃなくて、そういう反応を持っているという

ことは本当に正常なことなんじゃないかともう一

回自分の位置を立ち直してみたいと思っておりま

す。困っているだろうな、だから何とかしたいと

いうような、こちらも何とかしてあげたいし、何

かできることがあったらと思うのも、その子ども

は今苦しいだろうな、でも、その苦しいというの

は本当にその子どもが真っ正面にその大変さにぶ

西牧:日高先生、どうもありがとうございました。

それでは、舞台設営のために少しここで休憩時

間をいただきたいと思います。50分から次の後半

をスタートさせたいと思いますので、それまで休

憩にしたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。

(体 憩）

西牧：まだご着席になっていない方もおられます

が、皆さんは、 もう少ししばらくお休みでしょう

か。では、ゆっくりと後半をスタートさせていた

だきたいと思います。

後半は、帝京平成大学の横田先生に4人の方の

お話を受けてお話をいただきたいと思います。そ

れでは、先生、 よろしくお願いいたします。

横田：横田でございます。

突然にむせるようなお話をされたのですが、本

当に正直なことを言いますと、小畑先生が「いろ

いろな人がいろいろ言うので、それをまとめるよ

うなことも必要なんじゃないか。だから、先生、

頼むよ」と言うので､そのときは非常に気楽に「そ

うですか、 じゃあ」とお引き受けさせていただき

ました。ところが、今、皆さんと一緒にというよ

りも、特等席で一番前でずっと聞かせていただい

たのですが、 「しまった、受けなきゃよかった」

という、そんな感じでいっぱいでございます。

ちょっと私のことを申し上げますと、昭和48年

に、北海道の旭川というまちに市立病院があった

のですが、病院自体は600床ほどの病院で、今で

言うところの中核病院クラスです。小児病棟は、

小児内科病棟なんですけれども、 50床の病院がご

ざいました。そこに入院している子どもたち、当

時は、ネフローゼの子どもあるいは小児がんの子

どもあるいはぜんそくの子ども、たくさんいたの

ですが、その子どもたちとの出会いが私の昭和48

年からの病弱教育との出会いでございました。見

本になる院内学級なんかどこにもなくて、 自分た

ちがやることで、その後に道ができてくるんだぐ

らいの気概を持って頑張っていたのですが、本当
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つかっているというか向かっているからなんだろ

うな、 こんな大変なことに向かって平気でへらへ

ら笑っていられるような、そんなことは絶対にお

かしいよなと思うということをもう一回皆さんと

一緒に確認してみたい、そう思っているところな

んです。

じゃあ、何を与えたらいいとか、何を取ってあ

げたらいいのかとか、あるいは何をどうしたらい

いかという、そういうことを考えたときに、皆さ

ん、 きょうの一番大きなテーマは、 「子どものこ

ころとからだの健康をはぐくむ」という、 「はぐ

くむ」ということなんですよね。 「はぐくむ」と

いうのはどんな字を書きますか。これは何も与え

るということじゃないんですよ。育てるというこ

となんですね。ところが、育てるんですかね。皆

さん、ご自分自身が育てられてきたかもしれない

けれども、どうですか、育てられてきたという

意識がありますか。育ってきたんじゃないです

か。育てられた部分はあるかもしれないけれども、

育ってきたんじゃないでしょうか。ある環境が

整ったら、育っていくんじゃないでしょうか。そ

うなると、私たちは、病気の子どもたちであろう

と、そうでない子どもであろうと、その子どもが

きのうまでできなかったことがきょうできるよう

になってうれしいというような、そんな形で育っ

ていくようになるにはどうしたらいいのかという

視点で、同じところに立っているんでしょうけれ

ども、ちょっと向きを変えて見ていく、感じてい

くということが今私たちに求められているのでは

ないかと思っております。

かかわり方の3つ目ということで言うならば、

そのために私たちは何をするかというと、子ども

にとって最も伸びやすい、子どもが育っていきや

すい環境を整えるということなのかもしれないと

思っております。平成19年4月から特別支援教育

という形で始まっております。私は、 よく特別支

援教育とは何かということについて講演なんかを

させていただくときに、 「特別支援の『特別』と

いうのは、今までとは違って、特殊なものではな

くて、あなたにとって最もいいと考えられる特別

メニューですよ。その｢特』なんだ。特別メニュー

というのはオーダーメードなんですよ。あなたに

とって最もいいと考えられるものを特別に用意し

たことなんですよ。だれにでも合うものじゃなく

て、あなたに合うものを用意するんですよ」と、

これを「特別」と考えていいと思う。特別支援教

育の「支援」とは何か。これは、支えるという

字を書くのですが、支えるということではなく

て、その子どもが伸びていく環境を整えるという

ことと考えて特別支援教育という教育的環境を整

える。別な言い方をすると「特別な教育的支援を

必要とする子どもに対する教育ですよ」と一言で

言ってしまえるのです。もう一度言いますが､｢特

別な教育的支援を必要とする子どもに対する教育

なんですよ」と一気に言ってしまえるのですが、

それの中身を言うと、 「あなたに本当に合ったこ

とを提供することによって、その教育環境を整え

ることによって、あなたが伸びていくんですよ」

という、そういう環境なんだと、それを特別支援

教育と言っていいと思うのですが、 まさに病気の

子どもたちにそういう環境を整えていくにはどう

したらいいかということの原点をきょうお話しい

ただいたような、そんな感じがしております。

大きな2点目としましては、はく．くむというこ

とでございます。私たちは、はぐくむということ

を考えていくときに、 よく食事を例にして話をし

ますが、食事の「食」というのは「人」を「良」

くすると書きます。 「人」が「良」 <なるでもい

いのですが、 「人」を「良」 くする。おいしいも

のを食べて大きくなるのであって、栄養を食べて

大きくなるわけじゃないんだという考え方です。

議論をどんどんどんどん進めていって、この子ど

もには今不安があるからとか、この子どもは今こ

ういうことで困っているからと、ずっと分類して

いって、中身が全部分類されて何かを提供すれば

それが消化されるということじゃなくて、 もっと

トータルに楽しい思いとか、 もとトータルに満足

したとか、おなかいっぱいになったとか、本当に

腹の皮がよじれるほど笑ったとか、そういうよう

な形が実際の問題としてあらわれてくることなん

じゃないだろうか。何かを提供する、引っ張り上

げる、吸収する、そういうような具体的な作業で

はなくて､本当に子どもが､いたずらもするでしょ

うし、夢も持つでしょうし、いろいろなことをや
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るんでしょうけれども、私たちは、そういう中で、

おいしいものを食べる、苦いものも食べるという

そういうことで、栄養を食べさせるんじゃないん

だという視点をもう一回持ち直したいと思ってお

ります。

実は、私には、孫が3人ほどいるのですが、こ

とし、北海道の札幌にいる小学校1年生の孫が、

去年も来たのですが、ひとり旅で東京まで来まし

た。ひとり旅というのは、いろいろケアしてくれ

る人がいっぱいいるので、そんなに心配はないな

んていうことは言うのですが、非常に不安感を

持ってくるようなのです。その孫とことしは、 1

年生の孫なんですが、その孫と話をしていました

ら、私に「おじいちゃん、本当はサンタクロース

なんていないんだよね」と言うんですね。ことし

の夏のことなのですが、 「へえ、いないの？」と

言ったら､お友達が言っていたと言うんです。 「あ

れは、パパやママが自分たちが寝た後にそっとプ

レゼントを置いてくるのであって、絶対にサンタ

クロースなんかいない」と言われたら自分も本当

にそう思うんだということをしきりに言うんです

ね。もしサンタクロースなんかがいたのなら、世

界じゅうの子どもに一晩のうちに全部プレゼント

なんか持って歩けない、絶対にそんなことはでき

ないということから考えても、いないほうが正し

いと思うということを一生懸命言うんですよ。私

は｢そうか､今そう思っているのか｣ということで、

｢でも、サンタクロースがいないと思っている人

のところにプレゼントが届いたらどうなるの」と

いうようなことでいろいろな話をしたのですが、

私たちは、子どもに、告知も構いません、告知の

ことも大事だと思うのですが、やっぱり、子ども

からサンタクロースを奪わないというか、サンタ

クロースがいる生活をさせておきたいな、 させて

やりたいなと思うんですね。

皆さん、サンタクロースが自分の中からいなく

なったのは何歳のときでしたか。ちょっと隣の人

に聞いてみていただけますか、 「あなたは何歳の

ときにサンタクロースがいなくなったの」と、ど

うぞ。西牧先生は何歳でサンタクロースがいなく

なりましたか。

西牧：小学校1年生ぐらいです。

横田：そうですか。私は3年生ぐらいなんですよ

ね。それまで絶対にいると思っていました。この

間､大学生に聞いたら､私のところに大学生が「先

生、絶対サンタクロースはいるよね」と。大学生

に「サンタクロースはいるよね」と言われると

ちょっとつらいものもあるのですが､｢いると思っ

たら必ずプレゼントが来るからね」と自信を持っ

て言うのですが、それも私はいいと思うんですけ

れども、やっぱり、子どもにはいつまでも、いつ

までもにも限界はあるでしょうけれども、サンタ

クロースがいてほしいなと思うし、そういうかか

わり方を私たちはしていくことができる、それが

大事なことなんじゃないかなと思っているところ

でございます。

だから、引っ張り上げるのでもないし、Doing

とBeingの話がありましたけれども、引っ張り上

げるんじゃないし、押し上げるのでもなくて、そ

の子どもが育っていくのを本当にそばで黙ってい

る、そのいる力が、そのいるということだけが子

どもに影響を与えるというようなことがあっても

いいのかななんていうことを今思っている次第で

す。

大きな3点目です。健康というものは、心の健

康と言われますが、体の健康と言われますが、健

康というのは状態、 きのう小畑先生の話がありま

したけれども、健康の対極に病気があるという考

え方もあるんでしょうけれども、でも、健康状態

ということから言うと、健康状態が下がっている

ときが病気ということになったら、それは病気も

あわせて健康ですよね。そう考えると､子どもは、

今病気というのを、病気が治った向こうの世界と

病気であるこっちの世界ということではなくて、

連続体の中で、今は病気だけど、ちょっと歩いて

いった向こう側で少しいい状態になっていくとい

うこともあるよねというような、そういうかかわ

り方というのは私たちは本当のところ大事なこと

なんじゃないかなとも思っております。

大阪教育大学に上野礎という先生がおられたの

ですが、その先生は、病気ということを、 自分の

中の病気をいじめ過ぎると病気のほうが今度は自
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なく、養護学校、特別支援校の母親たちが集まっ

て気持ちの交換会をしたときに、やっぱり、夫婦

の関係にゆがみが出てきて悪くなってしまうとい

う家庭がとても多くて、例えば病弱児の場合です

と、病気が治ってせっかく家に帰ったけれども、

家にはもう家族という機能がなくなってしまった

というような事例をたくさん聞いております。友

達の臨床心理士と「何とかしたい問題だね」とい

うことで、それから私も、そのあたりの何か手立

てはないものかと研究していこうと思っているの

ですが、 日高先生はお話の中で触れられていたと

思うのですが､ほかにもまだあれば教えて下さい。

家族ケアでこんなことをしたらうまくいった、離

れゆくお父さん、あるいはお母さんの姿勢という

ものを子どものほうに取り戻せたというような事

例がありましたら、お聞かせいただきたいのです

が、 よろしいでしょうか。

分にかかってきてしまって自分が病気にやられて

しまうけれども、上手に病気と仲よく生活すると

いうことをうまく身につけさせると、子どもたち

は、あるいは大人もそうなんだけれども、本当の

意味での健康ということにつながっていくのでは

ないかということをいろいろお話しいただいたこ

とがあるんです。そういう論文も彼にはたくさん

あるんですけれども、その辺のことを私たちはも

う一回考えていって、子どもたちは、これからの

お話の中にあります、皆さんとのお話の中でやっ

ていきたいんですが、 「私、子どもたちにこんな

ことをやったら子どもはこんなふうに喜んだよ」

というような事例をたくさん聞かせていただきな

がらこの後の時間を過ごしてみることが大事なん

じゃないか、そう思っております。

本当に､助言でも何でもないことですけれども、

私の思いの一端を述べさせていただいて、 まだ責

任を終わっているとは思いませんが、マイクを西

牧先生のほうに戻させていただきます。 西牧：どなたということでもなく、いかがでしょ

うか。

副島先生。西牧:横田先生、どうもありがとうございました。

それでは、フロアとのやりとりをしたいと思い

ます。今回、パネルディスカッションというより

は、 4名の方から、それぞれの立場からお話を聞

いてヒントをいただくという、そういう趣旨でシ

ンポジウムを組んでおります。それぞれには十分

お話をいただいたと思うのですが、 まずフロアの

方から、 さらに皆さんの発言について情報が欲し

いとか、質問をまず受け付けたいと思います。挙

手をお願いいたします。いかがでしょうか。

どうぞ、所属とお名前を。

副島：院内学級担任の副島ですけれども、院内学

級としてはちょっと出過ぎなことをいっぱいして

いると思うのですが、病棟でお子さんがちょうど

ぽっと寝たときに、そのお子さんのお母さんに教

室に来ていただいて、 コーヒーを入れて一緒に話

をしたりという時間もとっています。それから、

メールを私は教えていまして、いろいろなメール

が入ってくることもありますし、 もう子どもは卒

業というか学校に戻っているんですけれども、お

母様が実際に相談に来られてお話をしていくと

か、あと、お父さんと個人的に飲みに行ったりと

いうこともしています。別にそれは仕事として

やっている意識は僕にはないんですけど、そうい

うことをしながらいろいろなところでつながって

いくことがまた子どもに返っていくんだろうなと

いうことは実感としてあります。

竹村：京都から来ました竹村と申します。22年ほ

ど病弱児の母親をしております｡先生方のお話に、

過去を思い出してちょっと込み上げてくるものが

ありました。日高先生が最後に話されたPTGと

いう概念のお話にちょっと救われて、私もやっぱ

り頑張っていこうと日々思ってやっていますの

で、本当に感動しました。中でも、家族ケアの問

題にどなたも触れられていたことがとても感動的

でした。というのは、家族ケアの問題は古くから

あったと思うのです。京都でも、障害種別に関係

中村：保育士の中村です。離れゆく子ども自身と

いうところではないと思うんですけれども、最

近、やっぱり働いているお母さんが多くて、小児
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がんのお母さんが1カ月ほど病休をいただいてそ

のお子さんについていたんですけれども、その

後、復職するのか、それとももうちょっとついて

みたほうがいいのかという悩みを話されたことが

あって、私も、どっちかというと保育士の立場と

いうよりも同じ働く母親として、やっぱりお母さ

んが自分自身でほっとできるところもあったほう

がいいし、子どもから離れて少し自分自身のこと

を考える時間もあったほうがいいし、だから面会

に来たときに子どもとすごくいい時間を過ごせる

んじゃないかというお話をして、そのお母さんは

復職されました。やっぱり、面会にいらっしゃる

ときにほかのお母さんよりも遅くなってしまうこ

とにすごく心を痛めていたんですけれども、その

間、保育士も3人いるし、何時ぐらいまでだった

らスタッフみんなでかかわっていけるからという

ことで、お母さんをフォローしますよという話を

して、つい最近、 またその話をしたときに、 「皆

さんにあのときに復職したらと言われて復職して

やっぱりよかった」というお話をいただけたこと

があります。

お父さんに私の話をするらしくて、たまにお父さ

んが平日に来られたときに、私は初めて会うんで

すけど、お父さんは「ああ」とおっしゃるという

状況があって、それを見て、結構、おこ方のお父

さんがその矢面に立たられてやられているという

のもあるのかなとちょっと思いました。

日高:先ほどの話の中では､お父さんたちのサポー

トということに触れる時間がなかったので、今回

カットしたんですけれども、お父さんたちへのサ

ポートというのは私も非常に難しいなと感じてい

て、 というのも、 まず、お父さんたちが仕事をし

ている間に私は仕事をしているんですよね。なの

で、 まず会えることが少ない。ただ、 こういった

夏休みの間とか、あとは長期の休みの間だった

り、たまたまお休みをとられて来ていたりとかっ

ていうときにお会いできる機会がありますので、

そういうときは積極的にお会いするようにして、

さっき出てきた4つの苦痛がありましたよね。そ

の中で、お父さんの生活にもやっぱり変化が起き

ているんですよね。これまでは家に帰ったら温か

いご飯があったけれども、お子さんが入院するこ

とになってから、そういった温かい食事というの

は食べることができなかったり、 コンビニの食事

が続いていたり。自分がここで健康を害すような

ことがあっては一家すべてボロボロになってしま

うという危機感を感じて必死でお仕事をされてい

ます。そういったお父さんが必死で家族のことを

思って、病院に毎日来るというお母さんのサポー

トとお子さんへのケアとは違って、お子さんへの

かかわりとは違って、お父さんも頑張っている面

がたくさんありますので、そこでのご苦労を聞い

たり、ご苦労をねぎらったり、そういったかかわ

りをする中で徐々にお話が少しずつふえていくよ

うになって、その中で、離れて生活していますか

ら、 「お子さんはこんなことできるようになりま

したよ」とか「こんなところ、この子はすごくか

わいいですよね」なんていうお話をさせていただ

いたり、そういう中で徐々に。小児病棟の中って

女性がどうしても多いですよね。それも足が遠の

く原因の一つなのかなと思ったりもするのです

が、そういう中で徐々にお話ができるようになっ

野村：私は大学の教員をしておりますので、直接

看護師というわけではないのですが、病棟に毎日

訪問できる時期がありまして、その時期は、病棟

のほうも、 もう一人のスタッフが行っていました

ので、病棟訪問を続けていましたけれども、その

ときに親御さんのところに、お母さんも一緒に付

き添い入院をしているので、お母さんのところに

訪ねていくということもやっていたんですけれど

も、そうしたら、そのお母さん方がよく言われる

のが、 「元気、●●さん1 ，だけで自分たちの気

持ちが落ち着くんだ」という話をされて、病院の

中で、ちょっとした日常のことであったり、いい

ことであったり、嫌なことであったり、あること

が、結局、嫌なことが積もり積もって、ナースで

あったり医療者に対する不信であったりにつな

がったりすることもあるかと思うんですけれど

も、早い段階で私に向けて話をするということで

かなり落ち着かれるということがあって、ご夫婦

に関して直接かかわったことはないんですけれど

も、奥様のほうが、結局、お母さんのほうが家で
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てくると、お父さんの足も向いてきたりする変化

が見られたりしましたので、そういうことも、 ま

だ数は少ないですけど、現場ではやらせていただ

いています。

どもたちの申し送りを教員のほうにしていまし

て、教員のほうからは、分教室での連絡事項とか

その他いろいろを話して戻ってきて看護師に戻す

という形をしていたり、あとは、分教室の先生の

ほうが、保育士が一番院内学級の教員に近い考え

を持っていると考えてくださっているので、子ど

ものことに関して病棟であったことをその都度、

申し送りとは別に気になったことは伝えていった

り、分教室の先生も学校であった出来事をいろい

ろ細かく伝えてくださっているので、それをまた

スタッフのほうに戻すような連携をしているのが

現状で、そのほかに、月1回、病棟と院内学級と

の話し合いがあって、学期ごとに、 もっと偉い人

たちを呼んで、訪問学級の方針とかその他を話す

ことがあって、年に1度、校長先生も見えて、 も

うちょっと大きい会議をする中に保育士も入れて

いただいてという形で学校の子どもたちの様子も

全部伝わるような形になっています。

保育士の身分とかその他もろもろについてなん

ですけれども、今すごく保育士のほうの身分が難

しくて、県立のこども病院のところが今全部独立

機構何たらかんたらになったので、大分、こども

病院の保育士たちが、非常勤であったり、パート

さんであったり、委託というところをとっている

ところもふえてきていまして、その反面、保育士

加算ということで、総合病院とか大学附属の病院

では保育士を保育士加算で雇うという形がふえて

きているのが現状です。ただ、保育の役割とか内

容に関しましてはまちまちで、保育加算をとれる

から保育士を入れてしまうという形のほうがどう

も先に立っているのが現状で、保育士の経験年数

ですとか経験とかによって保育に大分差があると

いうところが現状で、それはこれからの課題だと

思っています。

副島：一番仕事らしいことをちょっと思い出した

のでo

院内学級の担任として、 もといた学校、そこに

兄弟がいるときに、そこの学校に連絡をして、そ

の兄弟の子たちのケアをお願いしますというよう

なこともしています。それからあと、教室でイベ

ントを開いて、 うちの小児病棟の場合は15歳以下

は入れないので､兄弟に会うことができないので、

教室で例えば音楽会を開くとか学習発表会をする

という形で親御さんに来てもらうときに一緒に兄

弟に来てもらって、そこで久しぶりに会うとか、

そういうことをやっています。

西牧：では、時間もあまりありませんが、 もう一

つ質問を受け付けます。どうぞ。

大峰：沖縄県立森川特別支援学校の大峰といいま

す。私の中での見えた課題なんですけれども、私

たち院内学級の担当者もトータルケアの一部とと

らえた場合、他の職種との連携を一層図らなけれ

ばならないなと思いました。それで、院内学級と

の連携ということで保育士さんへの質問です。保

育士として院内学級と連携しているかどうかお聞

かせ下さい。また、私たち沖縄県では、保育士は

3年契約で、不安定な職種なんです。それで、保

育士の身分はどうなっているかという、その2点

をお聞きしたいです。

西牧：中村先生、 よろしいでしょうか。多分、病

棟保育士の雇用形態はかなり病院で差があると思

うのです◎だから、その辺を一般的なことも含め

てお話しいただいて、そして先生のご意見をお願

いいたします。

西牧：ありがとうございました。

一つ、残り時間はわずかなのですが、それぞれ

30秒ぐらいで、それぞれの職種、自分のところの

立場で考えて、他職種に期待すること、逆に批判

でも､何でも構いませんのでコメントして下さい。

それぞれ、すごくうまくいっているところの事例

のような気もするのですが、 「ちょっとここが不

中村：先に院内学級との連携ということで、たま

たまうちの病院の場合は、保育士が院内学級と分

教室の送り迎えをして、院内学級に行っている子
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すし、それを支えるのが心理士さんなのかなと考

えていますので、そういう意味で、それぞれの役

割というものを考えていくことが大事なのかなと

思っております。

満よ」ということを少しお話しいただきたい。

そして最後に､これは先に言っておきますoきよ

う、先生方は25分にわたって非常にたくさんの話

をされたので、それを本当にただ一言にまとめる

と一体どういうことを言ったのかということを最

後にまた10秒ずつぐらいで発言をしていただきた

いと思います。

2つお願いしましたが、こういうときはいつも

副島先生から、 30秒ぐらいでお願いします｡

西牧：日高先生、いかがでしょうか。

日高:他職種の方にということを申し上げる前に、

現状の課題としては、 とにかく心理士が足りない

んですね。マンパワーがなくて、 1人のケースに

すごく時間がかかりますので、本当に、今いろい

ろな心理士ができそうな役割についてのいろいろ

な期待のお言葉もいただいたのですが、 まずは人

手が足りていないのが現状ですので、それをふや

せるようにということが病院に対する要望ですか

ね。

副島：今、院内学級4年目なのですが、 1年目は

保育士さんと仲よくなり、 2年目は看護師さんと

仲よくなり、 3年目はドクターと仲よくなって、

やっとカンファレンスに入れてもらえるようにな

りました。顔見知りになるということがすごく大

事なんです。だから、そのところをきちんと引き

継げるように、皆さんすごくお忙しいとは思うん

ですけれども、顔見知りになる機会をきちんとい

ただければというか、つくっていきたいと思って

います。

西牧：ありがとうございます。

赤鼻先生は一日にしてならずということでしょ

うか。

中村先生、お願いいたします。

西牧：ありがとうございました。

では、横田先生にコメントをお願いしたいと思

います。

横田：連携ということで、この話をもって終わり

たくはないと思っているんですけれども、でも、

他職種の方々が連携をするためにはポイントが5

つあると､昔から､20年ぐらい前からいろいろやっ

ているんですけれども、 1つは、相手の仕事が何

なのかということをまず知るということです。相

手はどんな仕事をしているのか、その職務の内容

をきちっと知るということが第1番だ。第2番目

は、どんな仕事にも限界があります。だから、相

手の仕事の限界はどこなんだ、これ以上のことを

お願いしたってできないという、これ以上のこと

をやったって、絶対に、人数からいっても内容か

らいったって、 こんなことをお願いすることはで

きないという限界を知るということ。第3番目に

は、相手の仕事の上手、下手、効率のよしあし、

そういったことを含めて、相手の仕事には口を出

さない。これが3つ目としてとても大事なことに

なると思うんです｡4番目に何があるかというと、

でも、 自分の仕事が相手にわかってもらえなけれ

ば連携なんかできないので、 自分の仕事が相手に

わかってもらえるように具体的に明確に説明をす

中村：難しい。保育士と看護師はどっちかという

と、病棟の中をお家と考えると家庭にいる人で、

臨床心理士さんと教員は外に向かって子どもたち

が行く社会と私はとらえていますので、特に心理

さんとか教員の方には、病棟の中では学べないい

ろいろなことをやっていただけるとありがたいな

とすごく期待を持っています。

西牧：野村先生、いかがでしょうか。

野村：私も今の中村先生に近いかなと思うんです

けれども、 きのうちょっとお話ししていて、院内

学級であってもやっぱり学校ですので、病室から

出ていくという生活のめり張りというものも大事

なのかなと思うと、やっぱり、保育士と看護師は

内なる生活であり、外の生活が心理士さんであ

り、一番大事なのは院内学級の先生かなと思いま

－66－



るということです。そして最後、協働でできるこ

とは協働でやるのですが、 「これはあなたの仕事

でしょう」ということではなくて「これは私にさ

せてください」と言って自分たちの仕事を自分が

引き受けていくというスタイルを持っていくと連

携ができる。 「これはあなたの仕事でしょう」と

押しつけると、これはけんかになりますので、け

んかにならないで仲よくやっていくためには､｢こ

れは自分たちにやらせてください」「これは自分

のところでできる仕事だと思います」というふう

にしてやることがきっと役に立つのだろうと思い

ますので、どうぞ、その辺もちょっと考えておい

ていただければと思います。

野村：子どもというのは、 日々、 日常生活の中で

成長していくものですから、その成長というもの

をいかに支えていくか、あるいは、精神的にも身

体的にも安楽に過ごせるようにするためにはどう

していったらいいのかということが大事なのかな

と思っております。

西牧：看護の御法ですね。

中村先生、お願いいたします。

中村：私も入院している子どもの1人のつもりで

普通の生活を入院中でもしたいと考えています。

西牧：では、副島先生、お願いいたします。

西牧：それでは最後に、 きょう先生方がお話しに

なったことを短い言葉でまとめていただきたい。

反対で大丈夫ですか。じゃあ、 日高先生、お願い

いたします。

副島：伝えたいことはたくさんあるんですけれど

も、一番伝えたかったことは、子どもの傍らにい

て感情を適切に扱うことを大事にしたいと思って

います。

日高：いろいろと難しいお話もしたのですが、私

がきょう一番言いたかったのは、子どもはリソー

スであふれているということです。リソースとい

うのは資源、資質、能力、そういったたくさんプ

ラスのエネルギーを持っていますので、それを発

揮できる環境を我々がつくっていくことが一番大

事なんじゃないかと思っています｡また､そういっ

た子どものリソースを見つけていくことが大事な

んだということがきょう一番皆さんにお伝えした

かったことです。

以上です。

西牧：野村先生、お願いいたします。

西牧：4人の先生、ありがとうございました。横

田先生、どうもありがとうございました。

午後のシンポジウムは一応これで閉じたいと思

います。本当に短い時間で、質問等もまだされた

い方もおられると思いますが、フロアでとか、名

刺交換をするとか、今後そういう形でつながって

いっていただければと思います。

本当に長時間にわたりまして、シンポジウム、

ありがとうございました。

前の4人の先生、 また横田先生も含めまして、

再度拍手をお願いいたします。先生方、どうもあ

りがとうございました。 （拍手）
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第46号育療編集後記

育療46号をお届けします。今回は、 日本育療学会第13回学術集会特集号です。テーマは、 「子どものこ

ころとからだの健康をはぐくむ｣とし､学会長は筑波大学の小畑先生にお願いしました。筑波大学では、

初めての開催となりました。つくばエクスプレスの開通で、東京からのアクセスもよく、延230名余りの

参加となりました。シンポジウムや口頭発表は従来どおり、活発な議論が展開されました。座長の先生

方に、その内容の報告をお願いしましたが、簡潔にまとめて頂いております。ポスターセッションの方

法にも工夫を加えていただきました。年々、発表レベルも向上しているように思います。

小畑先生の人脈で、育療学術集会らしく、家族、教育、医療、看護、保育、心理の各界の専門家から、

幅広く情報を提供していただいています。この冊子全体に目を通すだけでも、各界で何がテーマになっ

ているかが理解できると思います。

平成22年度は、和歌山大学の武田鉄郎先生に学会長をお願いしています。学会案内を、同封していま

すので、奮ってご参加下さい。和歌山市でお会いしましょう。

毎度のことですが、会員の皆様の論文投稿をお待ちします。特に、現場の教員の皆様の実践報告は大

歓迎です。学術誌とSNSを効果的に活用し、会員の更なる学術活動に貢献するとともに、会員相互交

流も進め、質の高い情報を提供していきたいと考えています。日本育療学会の発展のために、会員各位

のご協力をよろしくお願いします。

(文責西牧謙吾）
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シンボルマークの意味

育…教育という意味で鉛筆

療…医療で聴診器と赤十字

あたたかい心でつつむという意味でハート

あかるく微笑む子どもの顔

「岸本ますみさんの作」

福祉関係者でつくる日本育療学会医療 家族教育


