
HPSセミナー＆ワークショップ開催にあたって 

 

   

 静岡県立大学短期大学部では、平成 19 年度に文部科学省「社会人学び直しニーズ対応教育推進プロ

グラム」に採択された事業として、小児医療チームの一員として病児の治療や入院体験を“Play（遊び）”

を使って支える“ホスピタル・プレイ・スペシャリスト（Hospital Play Specialist 、HPS）”の養成に

3 年間取り組んできました。「HPS 養成講座」を 1 年に 2 クール（初年度であった平成 19 年度は１ク

ールのみ）のペースで継続的に開催し、5 クールで 62 人の修了生に HPS Japan の資格認定証及び学校

教育法第 105 条の規程に基づく本学の履修証明書を公布しております。 

 

 これら修了生の中には、HPS として小児病棟等で活躍している者も尐なくありません。また、本年度

（平成 22 年度）から、この事業を引き続き本学独自の社会人専門講座「HPS 養成講座」として開始し、

第 6 クールを実施しております。この「HPS 養成講座」には受け入れ予定の人数をはるかに超える方々

から応募をいただきました。本事業が静岡県内にとどまらず全国的に認知され、その必要性が認識され

てきたものと考えています。しかし、英国の病院では、「ホスピタル・プレイ・スペシャリスト」が配

属され、HPS が遊びを通して子どもと家族を支え、コメディカル・スタッフの一員としてその専門性を

発揮しているのに対し、日本の医療現場はまだ、子どもが子どもらしく、本来の発達を保障されるため

に不可欠な「遊び」の視点が欠けている側面があります。 

 

また、平成 21 年度より文部科学省「大学教育推進プログラム」委託事業として「体系的な HPS 養成

教育プログラムの開発」に取り組んでおります。現在は主に、養成教育モデル開発、効果的教授法モデ

ル開発、小児医療モデル開発の 3 つのモデル開発を中心とし、相互に連携を図りながら HPS 養成教育

カリキュラムの充実を目指しています。ついては、これまで以上にホスピタル・プレイの認知度を高め

るとともに、その必要性を一層周知させていく活動が求められると考えております。 

そこで今回、①HPS 養成講座修了生による Play 技術を広く一般に示し、遊びの持つ力と価値を明ら

かにすること、及び②各モデル開発に伴う技術的な指導のあり方や教育方法について、様々な視点から

検討し HPS 養成教育カリキュラムへ反映させることを目的として、HPS セミナー＆ワークショップを

開催することにいたしました。 

 

今回の HPS セミナー＆ワークショップがご参加いただいた方々のお役に立つことを祈念するととも

に、開催にあたって多大なご協力をたまわった各位に対し心から感謝申し上げます。 

 

 

                              2011 年 2 月 

静岡県立大学短期大学部 

部長  田中丸 治 宣 

 





【プログラム案内】 
 

2011 年 2 月 19 日(土) 9:30~16:30 

 

 

◆ 開 会 ◆ 

田中丸 治 宣 (静岡県立大学短期大学部部長) 

 

◆ 挨 拶 ◆ 

木 苗 直 秀 (静岡県立大学短期大学部学長) 

 

◆ 教育 GP 基調報告 ◆ 

この職種に求められる知識・態度・技能に関する分析とカリキュラムの形成 松 平 千 佳 

(静岡県立大学短期大学部)  

 

◆ 産学連携による療養環境整備に関する報告 ◆ 

あいち小児保健医療総合センター 棚 瀬 佳 見 

  

大阪発達総合療育センター 市 川 雅 子 

  

静岡済生会総合病院 望 月 ます美 

  

聖隷浜松病院 小 島 広 江 

  

静岡県立こども病院 寺 田 智 子 

  

静岡県立総合病院 小長谷 秀 子 

 

◆ 事例発表 ◆ 

多職種と協働での退院支援 

―重症心身障害児への働きかけを通して― 

深 井 真由美 

  

小児腎生検のためのプレパレーションについて 杉 山 全 美 

  

心臓カテーテル検査プレパレーションツール 

―「だいちゃんのしんかてアドベンチャー」開発の取り組み― 

田 中 久美子 

  

都立小児総合医療センターにおける HPS 活動のはじまり 

―日帰りヘルニア手術プレパレーション及び採血室ディストラクションの活動報告― 

豊 田 早 苗 

 

◆ ワークショップ ◆ 

子どもにやさしい医療を提供するための方法 Frances Barbour 

 

◆ ポスター ◆ 

SMAⅠ型の子どもに対する HPS 訪問支援活動報告 平 野 祐 子 

  

教材・玩具等購入に伴う環境整備に関する報告 市 川 雅 子 

  

HPS 養成講座を受講してからの 1 年間の取り組みと課題 入 江 慶 太 

  

チャイルド・プラネット in NCU★ 松 井 幸 子 

―名古屋市立大学病院におけるホスピタルプレイ活動― 藤 田 え り 

 

◆ 閉 会 ◆ 

江 原 勝 幸 (静岡県立大学短期大学部) 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 





教材・玩具等購入に伴う環境整備に関する報告書 

 

あいち小児保健医療総合センター 

 総合診療部 チャイルドライフ担当 保育士・HPS 棚瀬佳見 

 

1．はじめに 

静岡県立大学短期大学部では、文部科学省の「社会人学び直しニーズ対応教育推進プログラム」

に関する委託研究の一環として「HPS 養成教育事業」を平成 19 年度より 3 カ年計画で実施して

いる。当センターの保育部門はＨＰＳ実習生を受け入れると同時に、センターの保育士も養成教

育カリキュラムを受講した。 

当センターは６名の保育士が勤務して医療保育システを構築してきた。著者らは、このシステ

ムをベースとして HPS 養成教育プログラムの実習生を受け入れつつ保育活動の見直を行ってい

る。また、平成 21 年度～23 年度に渡り大学教育推進プログラムの体系的な HPS 養成プログラム

開発の一環として当センターは静岡県立大学短大部と産学連携を結び小児療養モデルの開発と実

践に取り組んでいる。 

今年度の産学連携による小児医療モデルの開発の内容は以下の 2 点とした。 

・心臓カテーテル検査プレパレーションモデル 

・外来患児における MRI 検査プレパレーションモデル 

 

２．目的 

小児医療モデル開発研究は、患児とその家族が中心となる医療（ファミリーセンタードケア）

を目指すため、以下を研究目的とした。 

・検査の理解を図る。 

・検査の不安や恐怖心の軽減を図る。 

・検査後の回復力の促進を図る。 

以上を実現するため、事業としてプレパレーションモデルの開発・実施・評価及びこの取り組

みを発表する。この産業連携による小児医療モデルの開発により安全な医療行為が遂行でき、医

療スタッフの円滑な業務運営改善できると考える。以下、その取り組みの内容を報告する。 

   

３．方法 

小児医療モデル開発にあたっては、関連部署と協力するし、外来看護師、当該病棟看護師

と保育部門が中心になって取り組むことにした。 

また、上記目的のために産学連携で購入した玩具の種類とその設置場所、利用対象児や購

入意図は表１に示すとおりである。 

 

 

 

 

 



表１．購入した教材や玩具等の概要 

玩具の種類 数 設置場所 対象児 購入の意図 

Wii 本体・ソフト 1 病棟外プレルーム 心療内科外来学童 ＜ストレス発散＞ 

・心療内科病棟退院児対象の外来 

集団療法に使用 

・病院児の学童や思春期に使用 

4 寸 14 回秘密箱 1 ベッドサイド 思春期 

おはじきビリヤード １ 病棟外プレルーム 心療内科病棟学童 

デュアロック 1 ベッドサイド 思春期 

かえるのジャンプ 

 

1 ベッドサイド 

グループ 

幼児～学童 ＜日常のあそび＞ 

・プレイルームやベットサイドで 

ごっこ遊びに使用 エプロンセット黄 1 病棟外プレルーム 幼児～学童 

コックさんセット 1 病棟外プレルーム 幼児～学童 

ソフトパズル形遊び 1 ベッドサイド 幼児 

ウォルドフル人形Ｃ形女の子 1 病棟外プレルーム 幼児～学童 

プレイ・クロスシルク 

（黄・ピンク・赤・青） 

１ 病棟外プレルーム 幼児～学童 

レインボーメーカー 3 ベッドサイド 乳児 

モデリングサンド５kg １ 循環器病棟の中庭 幼児～学童 ＜感覚あそび＞ 

・脳外科・神経疾患児などの遊び 

に使用 

砂遊びセット小 １ ベッドサイド 幼児～学童 

砂遊びセット大 １ 病棟外プレルーム 幼児～学童 

TK お医者さんセット大 １ ベッドサイド 幼児～学童 ＜検査・手術前後のあそび＞ 

・外科系の子ども達に使用 

 

HABA お医者さんセット １ ベッドサイド 幼児～学童 

大工さんセット １ ベッドサイド 幼児～学童 

工具セット １ ベッドサイド 幼児～学童 

はじめてのメルちゃん 2 外来処置室 乳幼児 ＜プレパレーション＞ 

・童話 CD は鎮静剤不使用児が検 

査中に使用 

・MRI セットは画像による MRI

検査のプレパレーションに使用 

・ ドールは心臓カテーテル検査

のプレパレーションに使用 

 

童話の森 CD５枚組 １ 放射線科 MRI 室 

 

 

 

幼児～学童 

 

検査セット（CT・MRI セット S）  放射線科の安静室 

手術セット（手術：病室セット S） １  

 

循環器病棟処置室 

ドクタードールアーウィン １ 

プレパちゃん 

 

１ 



 

 

おうちでなかよしシアター 

アンパンマン 

１ 循環器病棟処置室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

循環器病棟処置室 

 

幼児～学童 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幼児～学童 

＜ディストラクション＞ 

・エコー検査時に使用 

 

 

 

 

ディズニーキャラクターNEW

おやすみホームシアター 

１ 

打ちあげ花火 １ 

太鼓の達人  

どこでもドンドコドン 

１ 

レインボーメーカー 2 

アンパンマンおしゃべり 

自動販売機ジュースちょうだい！ 

１ 

はじめてのかがくずかん⑧からだ １ 

カードでピッ！でんしゃ １ 

トミカ サウンドデラックス １ 

ライトでさがそう！きかんし

ゃトーマスとなかまたち 

１ 

トーマス音の出るミニブック １ 

うごく！ポケモンしましま 

アクションブック 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４.結果 

１）従来の病棟外プレイルーム（わくわくるーむ）に 検査・手術後の遊びと感覚遊びの場を設置

した。その状況は次の写真に示す通りである。 

 

                              ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ 

 

 

 

 

 

      

        

 

 

 

 

ごっこ遊び 

キッチン・ドールハウ

ス 

ルール遊び 

ゲーム・パズルなど 

構築遊び 

各種つみき・ドミノ等 

絵画･制作遊び 

各種製作材料 

構築･ごっこ遊び

びび 

レール・ミニチュアなど 

感覚遊び 
検査・手術後の遊び 



従来のごっこ・ルール遊び、構築・絵画制作遊びでは、全ての子どもが持つ成長発達と遊びの

権利の保障に加え、入院を余儀なくされた子ども達の精神的安定を図る感覚遊びや検査・手術後

の遊びを取り入れた。この「わくわくるーむ」は 5 つの病棟の子どもたちが平等に遊べるように

時間枠を設定し保育士・HPS や保護者の付き添いのもと使用している。同時に管理運営も保育

士・HPS が行っている。また、これらの玩具は病棟内プレイルームやベットサイドへの貸し出し

や持込みも出来るシステムになっている。 

 

２）5～7 歳を対象にした画像による MRI 検査のプレパレーション使用ツール 

 

えむあーるあい（MRI）て

なあに？？
？？
？

？？
？

 

検査がはじまると・・・
こんな おと がします

これから
おと がします・・

けんさ

 

   

 平成 21 年より、5～7 歳を対象に画像による説明を実施している。平成 22 年からは、子ども一

人ひとりの発達や障害に合わせ木製 MRI ツールやミニチュア人形も使用することで検査に対し

ての恐怖や不安の軽減を図った。 

 

３）０～３歳児を対象にした睡眠導入剤服用前の遊び 

 0～3 歳児の検査は睡眠が必須であるため、鎮静剤を使用する。その際

の睡眠導入剤を飲むにあたり、子どもと保護者はごっこ遊びで緊張感を和らげ、遊びの中で人形

が薬を飲むという疑似体験する。この体験から患児はスムーズに薬を飲むことができるのではな

いかと考えた。この試みは、外来看護師にて実践されている。MRI 以外の検査にも有効であると

報告を受けている。 

 



４）心臓カテーテル検査のプレパレーション使用ツール 

平成 21 年度より循環器内科・心臓外科病棟の医師、看護師、保育士・HPS のチーム連携で心

臓カテーテル検査のプレパレーションを開発に取り組み、平成 22 年 11 月より実施されている（こ

れらの詳細な研究報告は、当センター担当保育士・ HPS が別途口頭発表する）。 

 

 

５）循環器内科・心臓外科病棟の処置室のディストラクション使用ツール 

   

平成 22 年 11 月より循環器内科・心臓外科病棟の医師、看護師、保育士・HPS のチーム連携で

検討し、処置室のデストラクションツールとして設置している。患児の年齢やニーズに合わせた

ツールを用意し採決時に使用している。（これらの詳細な研究報告は、当センター担当保育士・

HPS が別途口頭発表する）。 

 

６）心臓エコー検査のディストラクション使用ツール 

   

平成 22 年 11 月より循環器内科・心臓外科病棟の医師、看護師、保育士・HPSJ のチーム連携

で検討し処置室のデストラクションツールとして設置している。暗い部屋での恐怖や不安の軽減

を図るために気を紛らわすツールとしてシアターを設置した。（これらの詳細な研究報告は、当セ

ンター担当保育士・HPS が別途口頭発表する）。 

 



５．考察 

 今回の取り組みでは、先行研究や文献・資料を基に、当センターのプレパレーションやディス

トラクションの開発と実施を試みた。チーム連携で開発・実施を進める中で、それぞれの部門の

専門性の立場からの意見やアイデアが提供された。 

この取り組みを通して、外来 MRI 検査のプレパレーションの実績を重ねることで看護師や医師

からの依頼も増え、プレぱレーションは定着しつつある。しかし、病棟での取り組みが進展して

いないために、依頼がないのが今後の課題である。 

また、MRI 以外の検査として CT 検査のプレパレーション依頼を受け、医師・看護師と取り組

み実施することも出来た。 

心臓カテーテル検査のプレパレーションにおいてもスタッフの予想を超えた子どもの理解が得

られ、不安軽減と協力を得られている。しかし、保育士・HPS や看護師のマンパワー不足により

実施に当たって時間調整が難しい状況にある。 

 

６．まとめ 

HPS 養成講座の講義でも頻回に言われていた「イギリスでの HPS の方法をそのまま日本に取

り入れてはいけない。日本の文化に即したものでなければならない・・・」を痛感した。日本の

文化から更に、それぞれの病院の文化に合ったプレパレーションやディストラクションでなくて

は浸透も継続もしない。そして、組織的な働きなくしては病院に根付かない。また、HPS の意義

や役割を職員に周知、理解してもらうためにも、組織化することが望ましい。その為、保育士・

HPS は、当センターの子どもの療養環境委員会でプレパレーションにおけるワーキンググループ

結成を計画している。 

 

＜参考文献及び資料＞ 

・松平千佳(2010)：ホスピタル・プレイ入門、建帛社。 

・日本放射線技師会（2009）：視覚障害者のための放射線部門におけるガイドライン、社団法人

日本放射線技師会。 

・田中恭子（2006）：小児医療の現場で使えるプレパレーションガイドブック。 

・小児看護 2002－2 VOL25No2（2002）：プレパレーションその方法と工夫のし方、長谷川恒 

 夫編、へるす出版。 

 

 



教材・玩具等購入に伴う環境整備に関する報告書 

 

大阪発達総合療育センター 市川雅子・西尾恵美 

 

1・はじめに 

 重度の障がいをもつ子どもにとって、遊びは非常に重要であるにもかかわらず、その環境は十

分に整えられているとは言えない。遊びがもたらす重要性は知られているはずだが、その日常生

活の困難さゆえ、遊びの優先度は低い位置に置かれているのが現状である。生きていくために必

要な、呼吸・栄養・排せつに対しての支援は医療的なサポートとして重要視されるが、生命に直

接かかわりのない「遊び」は、あくまで余暇活動の域を超えない。健常である子どもは自ら動き、

訴え、工夫し、困難な環境下でも遊びを作りだし、楽しむことができる。しかし、自らの意思を

表現することが難しい子どもの場合は、誰がその「遊び環境」を保障するのか。子どものもって

いる能力がたとえ限られたものであっても、それを利用するのを手伝うことによって、遊びなが

ら学ぶことは可能¹⁾なはずである。この手伝う＝サポートする役割が、障がい児を看るＨＰＳの

大きな役割であると言える。 

 大阪発達総合療育センターは、肢体不自由児の療育を中心とした、総合的なリハビリテーショ

ン施設である。脳性まひにより、発達段階における日常生活の自立が難しい子どもの早期療育と、

成長していく見通しの中で必要な整形外科的治療を受けることができる。また 5 年前より、重症

心身障がい児（者）入所施設も併設され、在宅における短期入所サービスとともに、地域におけ

る重度の障がい児（者）の生活支援的役割も担っている。 

このような医療と福祉の両方の機能を持つ施設において、2009 年 8 月から本格的なＨＰＳの配

置がなされ活動を開始した。これまで、活動（遊び）を担うのは職員全体の役割とされ、主には

介護職・保育士が中心となって行ってきた。しかし、それを保障する責任はあいまいで、日常優

先される業務の影に隠れることもしばしばであった。ＨＰＳが、それまで誰の責任か明確でなか

った「遊び」を保障する役割として、センター内で誕生したことは、当初他職種にとっては自分

の仕事が脅かされるのでは、と懸念する意見も聞かれるほど、その本来の職業の意味や役割も認

知されていなかった。遊びのプロフェッショナルとして紹介されることが多かったＨＰＳだが、

職員の期待は“この子どもたちをどうやって楽しませてくれるの”といったエンターテイメント

的要素が多く、子どもの権利としての遊びという理解にたどりつくまでには時間を要した。勉強

会を何度も開き、他職種への理解を求めたが、手ごたえはなかなか得ることができなかった。1

年半を経過した今日、ＨＰＳが掲げる「すべての子どもたちが、遊びにアクセスできる環境づく

り」がようやく浸透してきたと思えるのは、ひたすらにただ実践し示してきたことが、実を結ん

だ結果であると感じている。言葉での説明よりも時間がかかった分、理解された後の職員との連

携は、子どもへのサービスの充実に貢献していると実感できるものになっている。 

そんな中一昨年より、産学連携での「体系的な医療モデル開発」が取り組まれており、当セン

ターでは重度の障がい児への遊びについて考察を行ってきた。制限の多い日常生活の中で、どう

すれば遊びを楽しむことができるか、個人のスキルに頼ることなく、誰もがサポートしやすい遊

び方を開発していくことが、子どもへの、そして職員へのＨＰＳの役割だと考えた。 



2・購入した教材や玩具等の概要 

 障がい児への遊びに必要なツールとして考えた時に、市販の安価で購入できる玩具はその強度

面でも、応用性においても一長一短であった。より個別のニーズに対応できるもの、子ども達が

自由に想像性をもち、かつ「楽しい」「またやりたい」という気持ちにつなげられ、“遊びの主人

公になれる”ことを目標とした玩具の購入を考えた結果、以下の感覚系の玩具を中心に購入する

ことを決定した。【表１】にそれら玩具の種別とその活用方法及び対象となる子どもの関係を整理

した。 

  

【表１】購入した玩具の内容と使用目的（写真①～⑧は p4 に紹介） 

目   的 玩  具 

【視覚遊び】 

（視覚で遊ぶ際の環境を考えたもの、 

 インパクト、視覚情報が入りやすく興味を示

しやすそうなもの） 

 

対象の子ども：自閉症・手術後の子ども 

    精神発達遅滞 

プロジェクター 

レーザースター（写真⑤） 

ナイトオーロラ（写真⑥） 

 

【聴覚、リズム遊び、癒しの遊び】 

（皆で遊べる雰囲気を楽しむ） 

 

対象の子ども：呼吸器を２４時間使用している

子ども、自分で体を動かせない子ども、 

意思疎通が困難な子ども 

オーシャンドラム（楽器） 

パドルドラム（楽器）（写真①） 

リュヘトロムメール（楽器）（写真②） 

 

【感覚（触覚）遊び、癒し】 

（指先の機能を使って遊ぶ） 

 

対象の子ども：呼吸器を２４時間使用している

子ども、自分で体を動かせない子ども、 

意思疎通が困難な子ども 

 

感覚刺激バトンライト振動付き 

（振動バトン）（写真⑦） 

バイブレーティングナグイン・ 

ブルブルかめさん 

（振動ぬいぐるみ） 

カナルロック ビックハーバーセット 

ビジーギア（写真③） 

トーカブルズⅣ（写真④） 

集団としての遊び、発散） 

対象の子ども：集団での音楽・歌を楽しめる子

ども、ストレスの多い子ども 

(長期入園・入園に不慣れなど) 

 

Ｗｉｉカラオケソフト（写真⑧） 

 

 



３．玩具を用いた子どもたちの遊びの実際 

対象としている子どものほとんどは、その程度はさまざまであるが脳性まひ（以下ＣＰ）で身

体及び認知能力の双方に障がいを持っている。重度の子どもは自ら体を動かすことができず、医

療的なサポートを 24 時間必要とする。自閉症など発達障害の子ども達も多く、特別な関わりと理

解がなければ彼らが楽しめる遊びには結びつきにくい。 

それぞれの玩具はＨＰＳが管理し、プレイルームには置かず、鍵のかかる倉庫での保管とした。

破損を避けることも理由の一つだが、その大きな理由は、使用方法を適切に示さなければ玩具と

して使用されにくいと考えたためである。単に子どもに渡すだけでは本当に楽しむことは難しく、

必要な場面を見極めること、より効果的に使用されることを期待し対象を選ぶ必要もあった。Ｈ

ＰＳの意図が職員に理解されたのちは、アドバイスとともに貸し出しも行うようになった。 

重度の障がい児への遊びの問題点は、下記のように整理することが出来る。 

① 言語で伝える事が難しい 

② 遊びたいもので遊ぶことが難しい(機能的な問題) 

③ 遊んでいると理解されにくい 

 

これらを踏まえて、主な玩具について、子どもたちの使用時の様子を示すと下記の通りである。 

１）ナイトオーロラ： 

（子どもの状況） 

脳性麻痺 言語障害あり 嫌なことがあると起こって泣き、パニックになることが多い。 

（玩具使用時の様子） 

遊びの介入をする前は、泣き叫んでいて、何をしても泣きやまない状態であった。ダンボールで

作成したブラックボックス内にナイトオーロラを点灯させ、フィーリング音楽をかけると、泣く

ことをやめ、光を見つめる仕草が見られた。その後 30 分間は、光をみつめ笑顔となる。泣くこと

もなく、遊び終了後もプレイルームで落ち着いてすごせることができた。 

 

２）レーザースターズ： 

（子どもの状況） 

未就学年齢 重度脳性まひ 筋緊張 痙攣 側湾 呼吸不安定 経口・経管栄養 

（玩具使用時の様子） 

発熱の際、観察室での隔離を余議なくされた場面で試用。もともと、クリスマスライトなどの光

のおもちゃを好む子どもであった。バギーに座りながら、観察室の照明を暗くし（安静目的）、そ

のうえでレーザースターズを使用した。点々と映しだされる光を目で追いながら、視線を壁に向

けていた。 

 

３）ブルブルかめさん： 

（子どもの状況） 

就学年齢 自力での座位姿勢は困難 筋緊張の変動が激しい。 

会話不可能・コミュニケーションは表情や筋の緊張で表現する 

 



（玩具使用時の様子） 

床上で寝て過ごしている児に対して、抱っこをして関わる。リラクゼーションがとれたあと、ブ

ルブルかめさんを見せ HPS と共に抱っこしてみる。はじめ、抱っこの姿勢になじめなかったが、

ブルブルと振動すると、それと同時に抱っこ姿勢になじんでいき、筋緊張せず（反り返らず）リ

ラックスする。ボタンがあたると振動するため、自分の体動に合わせて振動し、その感覚を楽し

むかのように体を動かし、振動のたびに表情を変えていた。また後半はリラックスして入眠して

しまった。 

         

①パドルドラム    ②リュヘトロムメール   ③ビジーギア④トーカブルズ IV  ⑤レーザースターズ 

   

  ⑥ナイトオーロラ      ⑦感覚刺激バトンライト    ⑧Ｗｉｉカラオケソフト 

 

４）プロジェクター： 

仰臥姿勢の子どもにも、その視線の先に興味をひく映像を映し出すことができ、床上での遊び

のバリエーションを増やすことが可能となると考えた。 

（子どもの状況・1）     

重度脳性まひ 就学年齢 気管切開 経管栄養 筋緊張が強い 流涎が多い 痙攣 

（玩具使用時の様子） 

日常生活の大半を仰臥姿勢で過ごしている。プロジェクターはプレイルームの天井に映像を映し

出すことで試用した。抱っこができる子どもは横抱きにしながら、抱っこで緊張が強くなる子ど

もはそのままの姿勢で行った。次々とかわる画面は HPS の言葉による解説を付けながら、単に一

方的な刺激とならないよう、子どもたちの反応を見ながら、送り出す映像のスピードを変えた。 

視線の先に映し出される映像に子どもは目を向けていた。筋緊張は尐なかった。 

（子どもの状況・2） 

重度脳性まひ 就学年齢 手術後 1 日目 体幹～足先ギプス 発熱のため要安静 

（玩具使用時の様子） 

ギプス装着のためボディイメージの変化が著しく、また発熱による倦怠感が強いこともあり、機

嫌不良の状態であった子どもに対し、一番好きな兄の映像を天井に映し出し気分転換を図った。

兄からの励ましのメッセージを映像と共に聴きながら、じっと天井に視線を向けていた。  



(＊家族の映像を居室の天井に映している写真)    

                  （＊ディズニー映画を映したプレイルームの天井）     

                

（プロジェクター使用例） 

 

4・取り組みを振り返って 

 感覚系の玩具は主に重度の障害を持つ子どもに使用した。言語的なコミュニケーションをとる

ことが難しく、表情や態度などパッシブな表現方法しか持たない子どもにとって、遊びはそれら

を引き出すツールとなる。視覚・聴覚・触覚から入る複合的な刺激を玩具によって与え、その反

応を観察することで快・不快の見極め、意思表現の確認を行うこともできた。 

 集団遊びに使用した玩具は、入園生活という集団の中でしかできない、家庭での小さな遊びと

は違った、経験知を増やす目的も多いに含まれていた。自ら姿勢を変えることが難しい重度障が

い児にとって視線の先にあるものはいつも決まった景色であり、見慣れた壁であり、変化の乏し

い世界である。プロジェクターは、工夫次第でよりバリエーションに富んだ遊びとディストラク

ションの両方の目的を可能にし、非常に有効であることがわかった。 

子どもは玩具と格闘しながらも遊んでいる¹⁾ことは、今回のひとつひとつの購入玩具の使用場

面でも明らかであった。私たちが、遊んでいるか、遊んでいないかを判断するのは、その子ども

の理解の上に基づく判断でなければならないと感じる。何も知らない人が見たら、何をやってい

るか全く理解できないような場面であっても、その子どもを知る人が「楽しそうにしている」と

感じ、実際に子どもの表情に「楽しみの変化」が見てとれれば、そこに遊びは成立し、楽しみも

存在すると感じる。私たちが報告するひとつひとつの事例が、障がい児を知らない人々へも、彼

らの遊びがどのようなものかを知る手段となることを願っている。そして誰もが障がい児の遊び

の重要性に気付き、彼らの笑顔の素晴らしさに感動し、障がい児の遊びをサポートすることのや

りがいに目覚めれば、多くの障がい児にとって、遊びが保障されるはずである。 

今回の工夫した遊びは、遊びを通常の枠の中で考えるのではなく、時間をかけた観察の中から

生まれたものが多い。楽しいと感じるものはそれぞれに違いがある。また遊びに対し集中できる

時間も障がい児の場合非常に短い¹⁾。今後の課題を次に示すように明確にし、遊びを通し障がい

児への理解をより深めていきたいと考える。 

今後の課題は下記の通りである。 

①同じ玩具だけでなく組み合わせにより、選択肢がもてるように検討する。 

長期プランでの玩具使用を評価する。 

②“自分で遊ぶ”という感覚を大切にできる内容の検討（ボタン操作で遊べるバリエーション



やストーリーを考えておく）。 

③使いやすくするために、玩具に関する補助具の検討する。 

④快・不快反応が誰にも分りやすくなるよう、根気強く反応を捉える観察を続けていく。 

 

5・まとめ 

今回、障がい児の遊びに使用する玩具を考えるにあたり、常に念頭にあったことは安全に安心

して使える玩具ということである。多くのＣＰの子どもは口唇・口腔機能の未熟性により、流涎

が非常に多い。また、玩具を口に入れ力強く噛みこむ子どももいるため、玩具の管理は非常に重

要となる。ＨＰＳだけが使える玩具ではなく、職員の誰もが安全に遊びを提供できるように、そ

れぞれの玩具の特殊性と消每方法の提示、明確化、対象とする子どもの選択などをファイルして

おくことも必要であったと考える。プロジェクターなどの機器を使用する場合は、その保管・使

用方法を明示するだけでなく、使用中の安全面での配慮も十分に行う必要がある。実際、プロジ

ェクターの映像よりも、発する光に興味を示す例もあり、プロジェクター本体に手を伸ばす場面

も発見された。ボタン操作のみに興味を持つ子どももおり、予測できない事態が起こりうること

も常に考慮し、安全な設置・管理が必要であると感じた。購入した玩具については、まだまだ使

い道は発見されると期待している。対象が変われば興味の視点も変わり、一つの玩具に関して角

度を変えて使用することで、期待以上の効果を見せてくれることもあった。これらの発見の大き

な要因は、子ども一人ひとりをよく観察することにある。この子どもは何が好きなのだろう、何

が楽しいと思うだろう、と常に思い悩むことが他職種との情報交換と協働につながり、より楽し

める遊びへと広がっていった。作業療法士をはじめ、子どもの機能を的確に評価する専門職から、

この子どもの持つ機能を使って遊ぶにはどうすればいいか、などのアドバイスを受けることで遊

びのサポートはより充実する。ＨＰＳだけでは遊びをサポートすることは難しい。多くの専門職

との協働の中、遊びによって子ども自身の理解を高めることで、尐しでも障がい児が育っていく

道への社会的な理解につながっていくことを願っている。 
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小児二次医療施設におけるＨＰＳ普及モデルの開発 

処置中のディストラクションにおける遊び 

 

                          静岡済生会総合病院 

                         ＨＰＳＪ 望月ます美 

 

１．はじめに 

 家庭や保育の現場において、スロープやクーゲルバーンなど子どもが自ら何かを通したり落と

すというおもちゃの人気が高い。木のおもちゃが多く、何十年も前から形を変えることなく子ど

も達に愛されてきたベストセラーである。 

それらはスイッチで操作するのではなく子どもが自分の手でスロープに円盤や車などを落とすこ

とによってころがったり回転しながら落ちていくのを目で追っていくシンプルなおもちゃである。

追視を楽しむという６ヶ月位の月齢から動きや落とす物にこだわる小学生までその子どもに応じ

た楽しみ方ができる。落とす物によって動きやスピードが違ったりスロープによってだんだん加

速がつき端までいって減速したりといった抑揚のあるリズムが楽しめ、自分でできたという達成

感や満足感が得られ何度も繰り返し楽しめる事が人気の秘密と考える。 

 プレイルームや処置室において、いくつかそういうおもちゃを使いその良さを感じていたが、

今回子どもが工夫できるような大きさの物がよいと考え産学連携でいくつかのツールを購入して

いただいた。それらのツールの中から、処置中のディストラクションにおいてその効果が発揮さ

れ遊びの力の大きさを再確認したので事例を通して検討することにしたい。 

 

  

 【ドイツのニック社のスロープ】 

   バリエーションがいくつかあるがこれは高さ 45 ㎝横 67 ㎝奥行き 14 ㎝ 

   いろいろな形の物を上から落とすとそれぞれ違った動きやスピードで落ちる 

   白木の円盤に模様を貼れる 

 

２．ドイツのニック社のスロープをディストラクションに使用した事例の概要 

Ｍちゃん ２歳・女児 

   発達 年齢相応に発達。おしゃまで活発。 

   病名 慢性便秘（遺糞症） 



   処置 毎日洗腸処置。始めは１時間程、だんだん３０分程となる。 

痛みをともなう。ベッドで上向きでじっとしていなければならない。 

      処置３０分前に座薬 

      処置室に家族が付き添う。主に母親 

   家族 父、母、本児、入院中に弟が産まれる 

  ○倫理的配慮 

   ・本児の家族に研究の目的や、知り得た情報は目的以外では使用しないこと、個人が特定

されないようにすることなどを説明し了解を得た。 

  ○支援の目標 

   ・いろいろな遊びを経験することによって興味関心を広げる。入院環境に慣れ治療による

ストレスを発散させる。 

   ・処置中のディストラクションによって気を紛らわせて苦痛を軽減する。 

  ○本児の様子 

   ・入院中ほとんどの時間をプレイルームで遊ぶ。保育園に行っていることもあり、ことば

の発達が早くおしゃべりで大好きなままごとで料理を作り母やＨＰＳに振る舞いやりとり

を楽しむ。積木、ブロック、粘土、パズルなど何にでも興味を示しやりたがる。また他児

にも積極的に関わろうとする。 

  ○処置中の様子  

   ・始めは１時間程かかる痛い処置に大泣きで、泣き疲れて眠ってしまうこともあった。 

   ・何度目かの処置中にふっと大好きなあんぱんまんの絵本を見ることができたが、長続き

はしなかった。処置室の壁に貼ってある好きなキャラクターのマグネットを動かして遊ぶ

こともあった。 

   ・本児の好きなキャラクターを中心に飽きたら次々と変えられるようにいろいろなおもち

ゃを処置室に持ち込む。（絵本、しゃぼん玉、指人形、風船、かざぐるま、お絵かき、など） 

   ・携帯電話の動画やＤＶＤを観る。 

   ・ニック社のスロープが気に入り、処置前・処置中・処置後と遊ぶ。 

   スロープに円盤、鈴つきの円盤、人、土星形、船、など次々に落としてその動きやスピー

ドを楽しむ。次々に続けて落として競争のようにして「待って～」などと言ったり、スピ

ードの違いからつかえる様子を見て笑う。処置中も手を上まで伸ばして自分の方に向かっ

て落ちてくるのを見ている。画用紙になぐりがきの模様を描いて白木の円盤に貼り動きを

楽しむ。さらに、キャラクターのシールを貼ったり描いたりバリエーションを楽しむ。「ば

いきんまん、ぐるぐるしてる」「目がまわちゃったね」などと言う。 

    毎日処置をがんばっている本児を応援したいと、同室の小学生男児が本児の好きなキャ

ラクターや本児の似顔絵を円盤に描いて貼ってくれ、気に入って何度も落とすのを楽しむ。

母やＨＰＳと両端から「よーいドン」と同時に落とす。繰り返し何度も楽しめるのがこの

おもちゃの特徴で、楽しんでいるうちに苦痛をともなう処置が終わっていたが「もっと遊

びたい」としばらく処置室で遊んでからプレイルームに戻ったりプレイルームで引き続き

遊ぶこともあった。 

 



  

処置中の様子。次々に落として回転する様子を楽しむ。 

 

  

 

白木の円盤に次は何を貼ろうかと考えるのも楽しい 

 

３．結果 

  ２才のＭちゃんにとって処置は、痛みをともない長時間じっとしていなければならない苦痛の

時間である。そのためＨＰＳは処置室にＭちゃんの好きそうなおもちゃをたくさん用意し、事前

に今日は何をして遊びたいかを聞いていくつかを選んで一緒に持って行った。毎日処置が行われ

るうちにＭちゃんは、痛いのは最初の管の挿入時であることが解り、リラックスして遊ぶことが



できるようになってきた。ニック社のスロープはとても気に入って集中して遊ぶことができた。

Ｍちゃんの処置に関しては、本児が緊張して力をいれているとスムーズに行えず時間もかかり負

担も大きいが、おもちゃで遊び込むことによってリラックスし力が抜けている状態でいられるこ

との意義は大きい。 

 

４．考察 

 Ｍちゃんの事例を通して改めて遊びのもつ力の大きさを再確認した。２才で“いやいや期”ま

っただ中のＭちゃんが、泣きたいほど嫌な処置であるのに今日はこれで遊びたいから、と処置を

受け入れることができた。２才児なりに理解し見通しをもって処置にのぞめているのに驚かされ

た。 

 また虫垂炎の手術を受けた３才の男児Ｓくんは、手術後に早期離床をすすめられても痛くて動

けない状態だったのに、どうしても行きたいと歩いてプレイルームに来ることができた。手術前

にプレイルームのジャンボスロープが気に入って何度も車やボールをころがして遊び、術後も点

滴その他多くのルートがつながっていたにもかかわらずさっそくジャンボスロープにとびついて

いた。Ｓくんは毎日プレイルームで遊び、退院後も外来受診のために来院すると毎回ジャンボス

ロープをやりにプレイルームに顔を出すほどである。 

 ＭちゃんもＳくんも遊ぶことによって治療や入院生活を受け入れることができ順調な治癒につ

ながった。 

 また何十年も子ども達に愛されているすぐれたおもちゃの良さも再認識できた。  

  

プレイルームとジャンボスロープ         レールが２本あり競争ができる 

 

５．まとめ 

 ＭちゃんとＳくんは二人とも遊ぶことで入院生活や治療を受け入れ前向きになることができた。

子どもは入院中であっても、いやむしろ苦痛をともなう場面ほど遊びが不可欠であると感じた。 

子どもが入院したらなるべく早く介入し関わること、不安やニーズをさぐり、病棟や外来、検査

室、手術室等とさらに連絡を取り合いながら連携し、年齢や発達に見合ったひとりひとりに添っ

た支援の仕方を探っていきたい。 

 



腎臓疾患の子どもが受ける治療に対するプレパレーション 

・ ディストラクションの効果 

 

聖隷浜松病院 小島 広江   

 

１．はじめに 

聖隷浜松病院は、地域支援型の総合病院であり、病床数は 744床となっている。  

小児科病棟は、小児科、小児外科、小児心臓血管外科の混合病棟で病床数 32床である。当病棟

においては、平成 21年度からＨＰＳが小児医療チームの一員として積極的に検査や治療・処置現

場に入り、子どもの視点に立ったプレパレーションやディストラクションを尐しでも多く行うこ

とを目標に取り組んできた。 

平成 22年度からはＨＰＳが 3名所属しており、それに伴い小児科外来、耳鼻科病棟、整形外科

病棟等に活動の場を広げている。 

当病院の小児腎臓専門医から腎臓疾患の子どもが受ける検査について相談があり、ＨＰＳの介

入により子どもが安心して検査を受けられるようにしたいという依頼内容であった。 

腎臓疾患の子どもが受ける検査は、造影剤を入れながら、撮影するために 20 分から 30 分程動

いたりしてはいけないため、子どもにとっては、苦痛やストレスが伴う。そこで、発達年齢に合

ったプレパレーションや尐しでも気が紛れ、和やかな雰囲気の中で検査が受けられるようなディ

ストラクションを行なうことを目的として、①玩具や教材を活用した検査室の環境整備及び②各

自の発達に見合った遊び計画の立案に取り組んだ。 

 

教材や玩具の利用方法は次の通りとした。 

・プレパレーション用として・・シリーパペット（ケニーとスージ―）（写真①参照） 

利用方法：検査前にプレパレーションブックを使い、検査の方法を知らせた。その中で、検査

中は体を動かさないということを 4 歳児女児が理解できるように、パペットを使い、検査を受け

る子どもに見立て「検査ごっこ」をして遊んだ。女児にデジカメで撮影してもらい、パペットが

動かないでいる時と体を動かしている時の両方を見比べて、動かないようにするときれいに写真

が撮れることを理解できるようにした。 

 

・ディストラクション用として・・レーザースターズとスターライト（写真②参照）、ＤＶＤプ

レーヤー、ＮＩＣスロープ（写真③参照）、ウォーターゴースト（写真④参照） 

利用方法：発達や年齢に合わせ、検査室が身近な場所となるようにした。1 歳児は音や光が出

たり、動いたりするおもちゃを用意して興味を抱かせるようにした。 

幼児期の子どもは検査中見たいものや遊びたいものを事前に選択し、検査に臨めるようにした。

学童期の子どもも遊びたいものについては事前に選択し、検査に臨んだ。またプラネタリウムの

ような部屋の雰囲気を作った。 

設置場所は、検査室、処置室及びプレイルームとした。 

 

 



２．結果と考察 

１）玩具や教材を活用した遊びの実際 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

                          

                      

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

②．レーザースターズとスターライト 

光の照明をつけたことで、同じ部屋が

全く違う部屋へと変わり、特に学童期

の子どもたちは、興味を示しました。 

①．シリーパペット ケニー 
検査については、静止していることが必要なた

め、デジカメを使って実際に人形の写真をとり、 

動くとうまく取れないことが実感できた。本人もお

なかの中の写真をとることは写真入のプレパレ

ーション冊子を見たり、母親から話を聞いたりし

て知っていたため、動かないようにする必要性は

理解でき、検査を受けることができた。 

 

Ｋちゃんが実際にカメラで撮って遊んだ写真 



                                

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

                          

                        

２）腎シンチ検査を受ける子どもの遊び計画 

 腎シンチ検査を受けるＴ．Ｋ（4 歳児・女児）の遊び計画表を作成し、検査前と検査中の療養

的遊びの支援を行なった。ルートとりや薬の注入については「ドラえもんをさがせ」の本を見な

がら行なえた。 

 薬の注入後、検査まで約２時間あったが、ままごとや小麦粉粘土、ドラえもんのゲ―ムなど母

親とＨＰＳの 3 人で存分にあそべたことで、検査を気にしたり、心配したりする様子は見られな

かった。 

 

 

 

③ＮＩＣスロープ 

④ウォーターゴースト 

検査の前後に遊んだ。スロープをゆ

っくり円盤、車などが落ちていく様子を

見たり、自分で車等を持ち、転がしたり

して遊んだ。特に乳幼児が興味を示し、

検査前の緊張感も和らぎ落ち着いた状

態で検査に臨むことができた。 

 

検査中のディストラクションとして使用し

た。 

乳幼児はゴーストが上下に動いたり、回

ったりする様子を見ることで、気が紛れ

た。 

学童期のお子さんは、自分でペットボト

ルの側面を押し、ゴーストを上下に動か

し、回して遊び、気を紛らわすことができ

た。 

 



表１．腎シンチ検査を受ける子どもの遊び計画 

 

 

 

 

 
療法的な遊び（検査前・検査中） 

腎シンチ検査（Ｔ・Ｋ、4歳児、女児） 

１０月１８日（月） なにしてあそぶ？ 

目標 検査を怖がらず、安心して受ける。 

配慮点 

検査内容を知らないため、今から行われることについての不安があると思

われる。写真や人形を用いて、遊びに取り入れ、動かずに検査を受けられる

よう、本人に理解を促し、納得して受けられるようにする。 

こんなあそびは、どうかな？ 

プレイルームでの遊び 

小麦粉粘土、ブロック、塗り絵、ゲーム、光の照明などいくつかの遊びを用意

し、本人がやりたいものを選択できるようにする。 

※光照明については本人に機会を触らせてあげ、興味がもてるようにする。 

・ＨＰＳだけでなくお母さんといっしょに遊べるもの（トランプ、ドラえもんのゲー

ム、蛇ゲーム）なども用意しておく。 

・小麦粉粘土は感触のよさと共に、伸ばしたり、丸めたり、ちぎったり、発散で

きやすいので、2色ほど用意する。 

《実際に遊んだもの》小麦粉粘土、ドラえもんゲーム、ままごと 

ケニー君を使っての遊び 

療法的な遊び 

おなかの写真を撮ることを知る。・・・写真を撮っているときは「動かない」 

・ケニー人形を使って、デジカメを使い本人に、写真を撮る遊びをする。 

（動くときれいな写真が撮れないことを知ってもらう） 

・検査室内や機会の写真を見て、ベッドに寝ていると写真を撮ってくれることを

知らせる。（シートベルトもついていることも知らせる。） 

・検査中は、お母さんもＨＰＳもそばにいることを伝える。 

・音楽を聴いたり、ＤＶＤをみたりできることを知らせ、音楽が流れている間は

写真を撮っていることを知らせる。 

・光の照明についてもできることを知らせる。 



検査については、静止していることが必要なため、本人がデジカメを使って実際に人形の写真

をとり、動くとうまく取れないことが実感できた。本人もおなかの中の写真をとることは写真入

のプレパレーション冊子を見たり、母親から話を聞いたりして知っていたため、動かないように

する必要性は理解でき、検査を受けることができた。 

・検査中、ＤＶＤや光の照明を使い、ディストラクションを行なった。母親が手を握り近くにい

たことが最も安心の材料であったと思われる。また興味がある映像や光の照明も検査の時間飽き

させないツールであった。 

・今回の対象児は、以前の検査や遊びでもかかわりのある子であったので、母親を含め、知って

いる人が付き添っての検査は落ち着いてできたもっとも大きな要因と思われる。 

 

３．結 論 

１）成果・・・無機質な検査室に各年齢に応じ興味を示しそうなおもちゃを用意しておいたり、

光の照明などを使い雰囲気を全く変えることで、落ち着いて検査を受けられたり、喜んで見たり

する環境となった。 

 

２）検査を受けた子どもの声・・・ 

11 歳女児・・・「検査前に説明を聞いていたので安心した。」 

9 歳男児・・・「検査時間が短く感じた」 

4 歳児女児・・・「怖くなかったよ」 

 

３）2歳 4カ月の女児膀胱造影検査に立ち会った検査室看護師の声・・・ 

「あのくらいの年齢のお子様はパニックになってしまってそこから何を言ってもダメという事

態が多いのですが・・・（知らない場所で知らない人たちに何かされているという恐怖感でいっぱ

いになるからでしょうか？ 

 Ｓちゃんは尐なくともそういう感じではなかったですよね。ちゃんと周りが見えていました。

お願いや質問にもしっかり答えていました。何をされているか詳しいことは分からないけど、見

たことがある場所だし、見たことのある人たちだし、遊んだことのあるおもちゃに囲まれている

し、その環境はかなりストレスを軽減していたのではないでしょうか？私もこれから検査室のス

タッフとして何ができるか考えてみたいと思います。」 

 

４）保護者の声 

4 歳児女児腎シンチ検査保護者・・・「遊ぶことで緊張感が違うと思った。」 

4 歳児女児保護者・・・「毎回子どもが楽しみにしていた。」 

9 歳男児保護者・・・「病院に来ることを子どもがとても楽しみにしていた。」 

 

５）医師の声・・・ 

可能であれば、医療現場で行われる検査や処置、治療の全てにＨＰＳが関わるとよい。もう尐

し踏み込んで言うなら、医療現場のあらゆる場面（病院での入院・外来・診療所、健診なども含

めて。外来では待合室での待ち時間、入院中では病室や廊下、ホールやプレイルーム、トイレ洗



面に至るまで）で、子どもらしく過ごせるように、ＨＰＳおよびその他のコメディカルがなんら

かの工夫を凝らすことは、いくらでもあると思います。 

 以上のような子ども自身、保護者、医療スタッフ等の見解をふまえ、今回の取り組 

みをまとめると次の通りである。 

・小児腎臓専門医の診察後にあそびのセッションを設けることで、医療者と子どもや保護者との

信頼関係を築くことができ、より良いプレパレーション、ディストラクションの効果が期待で

きる。 

・検査は、微量ではあるが放射線を浴びるので、放射線の勉強会等に参加していきたい。 

・医療スタッフからは撮影時の注意は聞いているが、検査方法（流れ）、検査機器等、詳しい内容

方法については、医療スタッフが互いに話し合う機会を持つことが大切になることを感じてい

る。 

・医療スタッフに子どもの視点を伝え、年齢や発達に合わせた検査時に適した環境や玩具を一緒

に考えていきたい。 

・今後の課題としては、検査対象が 1 歳から学童期の子ども達までがいるので、年齢や発達に応

じての環境設定や遊びのプログラムが変わってくる。そのため、日常の遊びを中心にした関わ

りの中での信頼関係づくりを大切にし、ひとりひとりの興味や関心に合わせた取り組みをさら

に深めていきたいと考える。 

 

 

 



産学連携による研究報告 

―ディストラクションツールの検証― 

 寺田智子 杉山全美 中山陽子  諏訪部和子 村上勝美 

静岡県立こども病院 ＨＰＳ 

  

はじめに 

 HPSの行うディストラクションには種々のディストラクションツールが使われる。今回われわれは産学連

携の資金で購入したディストラクションツールを用いて、ディストラクションを行ない、その効果について調

査検討したので報告する。 

 

Ⅰ.症例と方法 

１）症例 

静岡県立こども病院 Ａ～Ｄ棟（4病棟）における平成22年６月～12月までの０～15歳までの児499人、

処置件数 600件（表１） 

 

２）方法 

ＨＰＳがディストラクションでかかわった処置内容やその時の病児の様子について直接観察（評価）すると

ともに、ツールに対して、使用効果の高い年齢を明らかにし、ツールの効果についても検証した。また、

（全例ではないが）医療側にもディストラクションの効果について聞き取り（調査）を行なった。 

 

Ⅱ.結果 

１．処置内容状況 

 当院では、5名がＨＰＳ活動をしており、Ａ～Ｄ棟において、ＨＰＳが処置への介入を行っている。全病棟

において、採血・ルート確保が多いことがわかる。 

 その他の処置では、膀胱カテーテル挿入、骨髄穿刺、腰椎穿刺への麻酔時（入眠の見届け）、傷の消

毒、抜糸、洗腸などで、ディストラクションツールを使用した。 

 

表１．ＨＰＳが処置介入した内容と件数  

    病棟名 

内 容 
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 合計 

採血 43 72 120 74 309 

ルート確保 41 21 87 14 163 

麻酔時入眠の 

見届け 
13 3 0 0 16 

その他 36 14 40 22 112 

合計 133 110 247 110 600 

      

 



２．ディストラクションツールの検証 

 処置で複数の玩具から好きなものを児が選んだり、乳児の場合には、ＨＰＳが複数の玩具をあらかじめ

用意したりするため、処置件数以上に使用するツールが多種多様になる。 

 そのため、ひとつひとつの検証を詳細に行うことは難しいが、ＨＰＳの日々の情報交換と症例を通し、処

置で頻回使用したツールの効果的な使用年齢をまとめ、検証することとした。（表２） 

 乳児では、追視玩具の使用頻度が高く、光る（見る）、音が鳴る（聞く）など五感に働きかけるものが使用

されている。幼児になると尐しずつ遊びへの参加型玩具の使用頻度が高くなることが分かった。好きなキ

ャラクターに興味を惹きつけられるのは、個人差はあるものの、おおむね小学校低学年くらいまでで、探

し本や飛び出す絵本、映像機器などは年齢幅広く扱えることや中高生においては、万華鏡、シアター等、

癒しを求める傾向があることも理解できた。 

 

表２．使用頻度の高いディストラクションツールと使用年齢 

ツール名 使 用 年 齢                   

普段よく使うツール （産学連携購入品には●） 0 0.1 0.6 1 2 3 4 5 小学低 小学中 小学高 中学 高校 

ホワイトノイズＣＤ                           

レインボーメーカー                            

●ドラム玉落とし              

オーシャンドラム                           

歌を歌う                           

あんぱんまんそれいけコロロン                           

光るボール、光るプロペラ                           

●太鼓絵本 もしもしブック                           

いないいないばぁお喋り絵本                           

●信号ピカピカサイレンピーポー                           

●アンパンマンのよくばりハンドル                           

●アンパンマンの自動販売機                           

ヒーローグッズ、ボイス付玩具本              

●トーマスまなべるホン                           

●アンパンマンお喋りいっぱい言葉図鑑              

ペンギン滑り台、いるかジャンプ                           

●しかけ絵本（＊絵を見るのみ）       ＊                   

●探し絵本（＊絵を見るのみ）       ＊ ＊                 

●ｉ pod  ｉ touch                           

●ゲームロボット２１                           

ビー玉万華鏡                           

●おやすみシアター・ホームプラネタリウム                           

●音楽をヘッドフォンで聴く                           

 



その他にも産学連携の資金による購入品があるが、底面に支えが必要、処置台に置くと幅を取る、動き

回ってルートに巻きつき危険、音を出すタイミングが難しい等の理由により、処置前の緊張緩和や処置後

の癒しのために活用している。（写真１） 

  

  

写真１.さまざまなディストラクションツール 

３.医療側の評価  

処置後に、担当医師に演者らが直接聞き取り調査を行なった。客観的な評価は難しいものの下記の

ごとくの評価が得られ、ディストラクションの効果に否定的な評価をした医師、看護師はいなかった。 

「本当にこんなに小さい子でも泣きやむことってあるんだ。」 

「（処置が）終わると、いつまでも泣いてないね。」 

「（ＨＰＳが）いると違うんだよね、助かる。」  

「このおもちゃ、（ＨＰＳがいない）夜の処置に使わせてもらおうかな。」 

良好な評価が得られた医師や看護師からの介入依頼は増加しており、院内における HPSに対する

評価や認識が深まってきていると考えられた。 

 

 

 

 



 Ⅲ．事例 

 年齢 性別 内 容 使用したディストラクションツール名 

１ ２歳  男児 採血・ルート確保 アンパンマンの自動販売機 

（カードでおかいものＮＥＷジュースちょうだい） 

２ ３歳  男児 洗腸 アンパンマンおしゃべりいっぱいことばずかん 

３ １１歳 女児 

ダウン症候群 

気管切開からの吸引 ipod  touch 

 

事例１ 

２歳 男児  

採血・ルート確保 

アンパンマンの自動販売機（カードでおかいものＮＥＷジュースちょうだ

い） （写真２） 

児とＨＰＳの関係 入院したばかりで、ＨＰＳとのかかわりも初めてであった。 

【児の様子】 

 処置室に入って部屋にあったディストラクションワゴンに載っていたアンパンマンの自販機を見つけ、

「アパンマン」と指さした。 

 処置台にのせてコインを入れて遊んだ。処置台に寝た状態になっても遊び続けた。処置に入って緊張

した表情になったのでＨＰＳが「今度は何飲む？」と声をかけながらツールに意識を集中させ、児にコイン

を渡し続けた。針刺しの瞬間と同時に缶が落ちる時の音楽が鳴るようにタイミングをあわせるようにした。

処置中は、ずっと児と一緒にジュースを飲む真似をしながら遊び続けて、終了できた。処置終了後もしば

らく遊び、次回からの処置でも同じツールを選んで乗り切ることができた。 

【医療者側からの評価】 

 このツールで遊びながら機嫌よく処置が終わる事例を医師は何例か見ているので、「このツールすごい

よ！」という声があがった。カードでもジュースを買えるが「これはコインだよ！」と評価していた。 

【ＨＰＳの評価】 

 児の興味が長続きして処置が長引いても飽きずに遊んでいられた。アンパンマンがとても好きだというこ

ともあり、夢中になれたのだろう。 

 処置台が狭いので、ツール使用の際に台からツールがはみ出してしまうこともある。ＨＰＳが落ちないよ

うに支えたり、浮かせて児の傍に持って行かなければならない時もあり、遊びにくい事もあったので、セッ

ティングの工夫が必要であった。 

 他病棟において、「あれ（アンパンマンの自動販売機）をやりたいから注射したい。」という言葉も聞かれ

るほど好まれたため、2歳から幼児によく使うツールの一つとなった。 

 

ツールの効果とＨＰＳの機転により、処置を乗り切れた事例である。 

入院直後のため、ＨＰＳと十分な信頼関係を築く前での処置介入となった。しかし、ツール選びの段階

から児がアンパンマンに興味を示していることをＨＰＳが即座に理解し、針刺しの瞬間に合わせツールを

動かす意図的なかかわりにより、興味をしっかりと惹きつけられたのが良かったのだろう。 

 



 

         

                    写真２．アンパンマン自動販売機 

 

事例２ 

３歳 男児 洗腸 アンパンマンおしゃべりいっぱいことばずかん （写真３） 

児とＨＰＳとの関係 日常の遊びを通して、児がＨＰＳに思いを出せる環境にあった。 

【児の様子】 

 初めての洗腸時に(ディストラクション無し)、泣いて嫌がっていたため、看護師からの依頼を受けて処置

にかかわった。 

 処置開始前に、ツールボックスから児が選び、遊び始めた。初回とは違い、ベッドに横になるよう促され

ても嫌がらず、遊びながら素直に医療者からの指示を聞き入れていた。ペンでタッチすると、声が出るの

を楽しんだり、クイズがあるのを教えてあげ、答えがわかると喜んで何度もやっていた。処置中、医師の

「痛くない。気持ち悪くない？」との問いにも、すぐに答えないくらい夢中になっていた。 

【医療者側からの評価】 

 看護師から「前回と全然違うね。」と言われた。洗腸は、入院中何回かあり、以後はＨＰＳが関わることに 

なった。ＨＰＳがかかわれない時も、ツールの中から児が選び、遊びながらやっていると聞いた。 

【ＨＰＳの評価】 

 アンパンマンを知っていて、なおかつ言葉や物の名前などに興味が出ている幼児期に適しており、児

に合っていたと思われる。 洗腸のように時間のかかる処置において、タッチペンを使うと様々な音が鳴

り、本の中のクイズがあるなど、内容がたくさんつまっているこのツールに夢中になることで処置を乗り切

れたのではないかと思う。 

  

 ディストラクションをした場合と、しなかった場合が比較できる事例である。処置にかかわる

医療者も、ディストラクションをすることによって、児が落ち着いて処置にのぞむことができ、



手技もスムーズに行うことができると実感したと思われる。児が一度、成功の体験を味わったこ

とで、自信を持ち、前向きに処置に応じようとする気持ちが芽生えたのだろう。 

 採血時の針刺しなどで、瞬間的に光る、音が鳴るなどのインパクトはないため、長い処置には

有効だが、処置内容によって、向き不向きがあることを頭に入れて使用する必要があるだろう。 

 

写真３．アンパンマンおしゃべりいっぱいことばずかん 

 

事例３ 

11歳  女児 気管切開からの吸入  ダウン症候群 ipod  touch （写真４） 

児とＨＰＳとの関係 何度も日常の遊びをしていた中で、拒否が強い児の処置にかかわった。 

【児の様子】 

 気管切開からの吸引が瀕回（３０分に１回くらい）に必要であったが、本人の拒否する気持ちが強く体を

ねじったり、腰をベッドに打ち付けたりして嫌がっていた。処置中に動くと危険があるため、仕方なく数人

で押さえつけて吸引すると、大粒の涙をポロポロ流していた。ipod touch を使い、ＨＰＳが児の大好きな

プリキュアの映像を見せると１５分以上全く動かず静かに処置を受けることができた。 

 その後の吸引でも映像を見せるとすぐに落ち着くことができた。そのため、ipod touchを使う時には、看

護師１名と、HPSで、短時間で吸引をすることができた。次からの処置でも使用した。 

【医療者側からの評価】 

 数人で押さえつけ行われていた処置が、看護師 1 名とＨＰＳだけで短時間でできて、ツールの効果の

高さに驚きの声が上がっていた。ツールに対して、医師からはツールに関して興味を持った発言が聞か

れたが、画面が小さいのでそこが気になるという発言も聞かれた。眼への影響も考慮し、長い時間は使用

しないことを児に伝えた。 

【ＨＰＳの評価】 

 ＨＰＳがポケットからすぐに機械を取り出し、児が機械を持ちながら処置を受けることができたのは良か

った。本人の好みを考慮し、プリキュアのＤＶＤをすぐに流せるようにしたことで、より夢中になれたのだろ

う。 



音楽映像機器を使った事例である。 

ipod touchには音楽と映像に加えゲーム的要素の強いアプリをダウンロードした。音楽には童謡、最

新の曲、TV ソングなど、映像にはアニメや TV 番組の録画、ゲームには太鼓の達人、セサミのゲーム、

キョロちゃん、動物タッチ、クッキングママなどを入れて、様々な興味を持つ子に対応できるようにしてお

いた。 

入れてあるデータの内容を変えれば、２歳くらいの（舐めて壊さない、機械を扱える）児から中高生ま

で幅広く使える。これは、音楽映像機器の優れている点である。今後も使いこなしていき、必要に応じて

効果的に使用できるようにすることが必要であるだろう。 

 

                       写真４．ipod touch  

 

Ⅳ．考察  

 田中は、「ディストラクションは痛みを修飾する要素である不安や緊張の非薬物学的緩和法で、処置や

麻酔の導入のディストラクションは子どもたちの不安や恐怖心を軽減することができる。」と述べ、処置や

麻酔の導入時のディストラクションの有用性について報告している。（引用１） 今回のディストラクションツ

ールについての検証と事例を通して見えてきたことは、児の好みや興味、理解度によって、効果的だと考

えられるツールも変わり、どんなにいいツールでも、使用年齢が合っているものだったとしても、児に合っ

たものでなければ、 意味をなさないということである。ただ処置に介入すればうまくいくというわけではなく、

アンパンマンが好き、プリキュアが好き等の事前情報を知った上で、ツールを出すことにより、児の興味が

惹きつけられ、効果的なディストラクションにつながった。そして、それらの事前情報を知るためには、入院

直後のどんなに短い時間においても、事前の遊びが必要であることを示している。今後は、処置中のディ

ストラクションの浸透、定着だけではなく、事前に児としっかり遊び、リラックスできる時間やプ

リパレーション（心の準備をするための事前説明）の時間確保に努めていく必要があると考えら

れる。 

 今回の病児や医療者側の評価については、良好な反応や評価が多く得られたが、自身の観察や

直接の聞き取り調査であるため信憑性に欠ける。ＨＰＳの活動の評価判定は、子どもの表情や態

度の変化、反応具合等で行わければならないため、客観的評価は難しい。現在、無記名のアンケ

ート調査等でより客観性の高い評価方法での調査についても検討している。      



Ⅴ. まとめ 

 処置中のディストラクションにおいて、児がより集中して遊べるためには、事前のかかわりの

重要性、児の発達や特性に合ったものを提供する見極め、痛みを伴うポイントに合わせた遊び方

の工夫等が必要であった。今後は児の情報収集やツールだけでなく、児と十分に信頼関係を築い

て、あくまで児のためのディストラクションであるという意識を強く持ち続けながら、全ての児

のためにディストラクションに取り組んでいくことが重要であると考えている。 

 

引用文献： 

 田中恭子編著  小児医療現場で使えるプリパレーションガイドブック ｐ36． 日総研出版 2006年. 

 

 

 



総合病院における子どものための療養環境整備にむけてのチーム形成と協働 

―手術室へのプレイコーナーの設置とあそびの導入― 

 

地方独立行政法人 静岡県立病院機構 

静岡県立総合病院 小長谷秀子 

 

Ⅰ．はじめに 

 当院３Ｂ病棟(小児、成人の混合病棟)は、２年半前から子ども主体の医療をめざし HPS、 

小児科医師、病棟看護師がチームとなり採血処置や検査にプリパレーション、ディストラクショ

ンをとり入れ、採血処置においては保護者(主に母親)が同伴するなどの支援を行っている。これら

支援は３年前、退院していく４歳～12 歳の子どもを対象に、”入院中いちばん辛かったことは何

か？”という問いかけ調査の結果をもとに行われた。調査により、子どもの多くは注射や採血処置、

そしてそれらを行う際の抑制をいちばん辛い体験だったとし、その次が手術に関する内容であっ

た。主に麻酔マスクが臭かった、手術室に向かう廊下が怖かった(吸い込まれそうで恐ろしかっ

た・逃げられないと思った)というものであり、手術自体の辛さや怖さを訴える子どもはいなかっ

た。特に学童期(７歳～10 歳)の子どもは手術室の環境的な場面を怖く感じていた。そこで HPS

は手術室の廊下が怖かったことについて、事前に環境面の正しい情報を提供していなかったこと

が原因の一つではないかと考え、約２年前から４歳～学童期の子どもと親を対象に、術前プリパ

レーションと病棟見学を実施してきた。この取り組みにより、廊下が怖かったという声はなくな

り、また術前に入院生活についての情報を得ることで心の準備もでき、精神的負担が大きい食事

や水分制限にも子ども自身が納得して向き合うことができるようになり、飲食制限で不機嫌にな

ることが減尐した。 

当院手術室においても麻酔科医師が 12 年前から 10 歳未満の子どもについて保護者同伴の手術

室入室を許可している。保護者はわが子が麻酔で眠るまで側で見守ることができている。よって

母親が側にいることで子どもの情緒は守られていた。しかしながら、主に４歳前後の子どもは手

術室前室に入った途端、母親の手を握りしめながらも恐怖心や不安で泣きだすことが多くあり、

術前プリパレーションだけでは不十分であることも明らかになっていた。飛田らは「幼児期は家

庭中心的で社会的経験が乏しく環境に左右されやすい時期である」と環境面の影響に言及してい

る。 

プリパレーションが難しい発達年齢の子どもの恐怖心を軽減するために、環境面の視点からの

改善が必要ではないかと考え、HPS(２名)、病棟看護師(３名)、手術室看護師(２名)、HPS 研究員

(１名)が研究チームを形成し連携協働することとなった。この研究は、子どもの情緒を考慮した子

どものための療養環境の形成を目的とし、①今までの術前プリパレーションから麻酔導入までの

過程に、手術室看護師による遊びを取り入れた術前訪問での子どもと関わりを加え、②手術室に

プレイコーナーを設置し不安や恐怖から気をそらし、③スタッフは絵柄のユニフォームを着用し

て医療機関特有の白い無機質な環境から子どもの日常生活の色彩豊かな環境をとり入れるという

改善を行い、これらに関して子どもと保護者を対象に調査を行なって結果を検討したものである。 

 

 



Ⅱ．方法 

１．研究期間：平成 22 年４月～平成 23 年１月 

２．調査期間：平成 22 年８月～12 月 

３．調査対象者：３歳～10 歳の子ども（21 名）耳鼻科手術を受けた児または聴覚に障害があ

る入院中の児（いづれも年齢相応の知的発達段階）。 

４．研究方法 

１）チーム形成 

平成 22 年４月、チーム形成に向け手続きを行い、６月より月１回第２週木曜日 

14 時～15 時をチーム研究会として病棟責任者から許可される。 

メンバーは HPS(２名)・病棟看護師(３名)、手術室看護師(２名)・HPS 研究員(１名)の８名

で形成された。 

研究は、研究計画立案(６月)、プレイコーナー設置・調査手順計画(７月)、調査に向けて

の勉強会・調査(８月)、まとめ(１月)のプロセスで実施された。 

２）チーム協働 

・術前プリパレーションの２つの場面(クマさん探しゲーム・麻酔マスクの匂いの選択)につ

いて、手術室看護師が手術前日に行う訪問内容にリンクさせる。 

     ・HPS、病棟看護師、手術室看護師、麻酔医師は絵柄のユニフォームを着用する。 

・術前プリパレーション、病棟看護情報、術前訪問の情報をチーム内で共有する。 

・手術室前室にプレイコーナーを設置する。 

３）調査方法 

術前プリパレーション～手術前日入院・術前訪問～手術当日を迎え、通常のオペ出し時

間(手術室前室に行く時間)より３分程度早く、患児、保護者、病棟看護師が手術室前室に到

着し、予防キャップ、予防着着用、オペ室用サンダルに履き替えプレイコーナーで手術室

にもっていく絵本を選択し、万華鏡やしかけ絵本などで遊ぶ。遊んでいるところに手術室

看護師が来て手術室に向かう。その際には術前訪問で看護師が提案した「クマ探しゲーム」

を行いながら歩く。手術室到着後は看護師もしくは保護者がしかけ絵本を見せながら麻酔

導入していく。また手術を受ける子どもに関わるスタッフはすべて絵柄のユニフォームを

着用する。 

データ収集方法は、病棟では手術当日、手術室に行く前の子どもに「今の気持ち」をフェ

イススケールで示してもらうほか手術翌日、保護者に入院前の術前プリパレーション～手術

翌日までの子どもの様子の感想(下記参照・10 項目)を聞き、手術室看護師は手術室入室時～

麻酔導入までの子どもの様子をフェイススケール（下記参照・10 項目）で担当看護師が観

察チェックし、さらにオペ出し前と手術室入室時の脈拍等を測定した。これらをあわせて分

析・評価した。 

◆術前～術後の子どもの様子,感想調査項目（保護者対象） 

① 手術は初めてか(1.１回目, 2.２回目, 3.３回以上) 

② 入院前のプリパレーションと病棟見学について(1.受けてよかった,2.必要ない) 

③ 入院した時の様子(1.機嫌がよかった,2.緊張していた,3.機嫌が悪かった,4.泣いてい

た,5.寝ていた) 



④ 術室に行く時の様子(1.機嫌がよかった,2.緊張していた,3.機嫌が悪かった,4.泣いて

いた,5.寝ていた) 

⑤ 術後病棟に戻ってからの様子(1.機嫌がよかった,2.緊張していた,3.機嫌が悪かった,4.

泣いていた,5.寝ていた) 

⑥ 手術後、夜の様子(1.機嫌がよかった,2.緊張していた,3.機嫌が悪かった,4.泣いてい

た,5.寝ていた) 

⑦ 手術翌朝の様子(1.機嫌がよかった,2.緊張していた,3.機嫌が悪かった,4.泣いていた,5.

寝ていた) 

⑧ 手術室プレイコーナー(絵本など)に興味について(1.興味をもった,2.興味をもたなか

った,3.目にはいらなかった) 

⑨ 白衣と絵柄ユニフォームどちらの方が感じがいいか(1.白衣,2.絵柄) 

⑩ 手術室の感想 

◆子どもの手術室アンケート調査項目（看護師対象） 

① 入室時の子どもの表情(0~4 フェイススケール) 

② 絵柄ユニフォームの興味(1.興味もった,2.どちらでもない,3.興味もたない) 

③ プレイコーナーでの様子(0~4 フェイススケール) 

④ 絵本などの興味(1.興味もった,2.どちらでもない,3.興味もたない) 

⑤ 移動中の廊下での様子(0~4 フェイススケール) 

⑥ クマ探しの興味(1.興味もった,2.どちらでもない,3.興味もたない) 

⑦ 入室～麻酔導入の子どもの様子(0~4 フェイススケール) 

⑧ 導入時絵本の内容の興味(1.興味もった,2.どちらでもない,3.興味もたない) 

⑨ 導入時マスクの匂いの興味 (1.興味もった,2.どちらでもない,3.興味もたない) 

⑩ 入室方法での気づき(記述式) 

４）倫理的配慮 

 対象児の保護者に研究に趣旨を説明し、この研究で知り得たデータは研究以外に 

使用しないこと、途中での中止も可能であること、同意が得られない場合でも患児・ 

・保護者が不利益を被ることはないことを説明し同意を得た。 

 

Ⅲ．研究結果 

1) 術前プリパレーションについて 

 手術を受けた子ども 21 人のすべての保護者(主に母親)は、術前のプリパレーション・病棟見学

を必要だと回答した。母親らからは「子どもが早く病院に行きたいと言った」「入院の不安がな

くなった」「安心した」という言葉が聞かれた。 

2) 入院した時の様子について 

 保護者(主に母親)から見た子どもの様子は 21 人中、「機嫌が良かった」13 人(61.9%)、「緊張し

ていた」８人(38.1%)であった。緊張している様子はあったものの、概ね肯定した気持ちで入院

していた。 

3) 手術室に向かう時の様子について 

 保護者(主に母親)から見た子どもの様子は 21 人中、「緊張していた」11 人(52.4%)、「機嫌が良



かった」８人(38.1%)、「泣いていた」２人(9.5%)であった。 

4) プレイコーナーへの興味について 

 保護者(主に母親)から見た子どもの様子は 21 人中、「興味をもった」20 人(95.2%)、「目に入ら

なかった」１人(4.8%)であった。 

5) 手術室入室時の子どもの様子について 

 手術室担当看護師から見た子どもの様子は 21 人中、「機嫌がよかった」13 人(61.9%)、「緊張し

ていた」６人(28.6%)、「かなり緊張していた」１人(4.8%)、「いまにも泣きそうだ 

った」１人(4.8%)であった。 

6) 麻酔導入時の子どもの様子について 

 手術室担当看護師から見た子どもの様子は 21 人中、「緊張していた」11 人(52.4%)、「機嫌がよ

かった」７人(33.3%)、「かなり緊張していた」２人(9.5%)、「泣いた」１人(4.8%)であった。 

7) Ｐ脈拍（オペ出し前と手術室入室時） 

 21 人の手術室に行く前の平均脈拍値は 92、手術室入室時の平均脈拍値は 99 であった。手術室

に行く前より手術室に入った時の方が脈拍は速くなった。しかし 21 人中、９人(43%)が手術室

に行く前(平均脈拍値 101)より、手術室に入った時(平均脈拍値 89)の方が脈拍は遅くなっていた。 

8) ユニフォームへの関心について 

 保護者(主に母親)からみた感じがいいスタッフのユニフォームは「絵柄」20 人(95.2%)、「白衣」

１人(4.8%)であった。理由について、「絵柄がいい」は“親しみやすい・緊張しない・フレンド

リーな感じで怖くない・優しい感じ”だと答え、「白衣」は“親は白衣でもいいが子どもはどう

思うかわからない”と答えた。 

9) 手術室についての保護者の感想コメント 

・意外にも笑いがあり明るくリラックスできた 

・クマ探しや絵本で和やかな雰囲気の中で眠れてよかった 

 ・廊下が冷たく感じた  など 

10) 手術室スタッフの感想コメント 

・母親が落ち着いていた 

・子どもが万華鏡を気に入って歩いている時も離さなかった 

・クマ探しのクマも万華鏡で覗いていた 

・ 入室～導入までHPSに来てもらった方がいいのではないか？いつもスムーズにいく時ば

かりでない(麻酔科医師) 

 

Ⅳ．考察 

 すでに２年前から行っていた術前プリパレーションは、子どもだけでなく親の不安も軽減でき

る効果的な支援であったが、子どもの中には、手術室の無機質な雰囲気に怯え泣き出すことがあ

り、術前プリパレーションだけでは不十分であることがわかった。本研究では手術室と連携し、

手術室看護師があそびを提案する術前訪問と手術室前室に設置したプレイコーナーでのあそびを

とり入れたことにより、緊張しながら手術室に向かった子どもも、入室してからは比較的リラッ

クスし、麻酔導入時も泣くことが尐なくなった。以上のことから、あそびによるディストラクシ

ョンは無機質な環境からも気をそらせることができる効果的な手段であることが明らかになった。



そしてまた、術前プリパレーションから麻酔導入までの一連の過程を外来スタッフ・病棟スタッ

フ・手術室スタッフがひとつずつリレーバトンタッチするようにし連携されていたことがディス

トラクションの効果を高める要因のひとつではないかと思われる。多くの保護者はわが子のあそ

びに積極的に参加し協力的であった。これは、わが子のために親として寄り添い見守り一緒に手

術を乗り越えるという親心からであろう。増田らは「手術を受ける子どもがより安心して麻酔、

手術を受けられるよう、母親とスタッフが一体となってディストラクションを展開できる体制が

望ましい」と述べている。このように母親(保護者)も参加したチームでの支援が最善な方法だと思

われる。一方で、手術室は特殊な機能をもつセクションであり時間的な制限が求められるところ

である。そのため、あそびをとり入れるにあたり手術室の機能に支障がない工夫が必要であった。

プレイコーナーには手術室だけの特別な「しかけ絵本(ギャロップ・ワドル・スイング)」と万華鏡

を用意した。この絵本はページをめくると動物が走ったり、飛んだり、泳いだりする動きのある

ものである。読み聞かせはあえて必要はなく、めくるだけで視覚的に楽しめ聴覚に障害のある子

どもにも最適であった。更にこれらはスタッフの誰もが簡単にあそびの誘導ができ看護への支障

もなかったといえる。 

これまでは、各セクションがそれぞれの考えで何らかの支援を行ってきたが、子どもの手術が

決まった時点から退院までのトータル的な視点での支援ではなかったため、子どもと家族に大き

く反映するような効果とならなかった。手術を受ける子どもに対して、子どもが関わる全てのセ

クションが連携をとり協働することが子どもや家族にとっての精神的ダメージの軽減に繋がる支

援であると考えられる。 

今後は手術を受ける子どもだけでなく、すべての子どもに対してトータル的な視点からチーム

で連携し支えていくことを目標に努力したい。 

 

Ⅴ．結論 

１．チャイルドフレンドリーな環境やあそびは、環境に左右されやすい幼児期の子どもの不安や

苦痛から気をそらせることができ、子どもの前向きな気持ちが期待できる。 

２．総合病院で手術を受ける子どもたちへの療養環境整備のために、手術室看護師が術前に児を

訪問する、医療スタッフが絵柄のユニフォームを着用する、手術室手前にプレイコーナーを

設置する方法は、極めて有意義であることが示された。 

３．今回、ＨＰＳの産学連携事業として取り組んだ療養環境整備（その予算で「しかけ絵本①ギ

ャロップ、②ワドル、③スイング」、及び絵柄ユニフォーム（チェロキーユニフォーム）等を

購入は、大きな成果をあげ、子どもたちの療養環境は改善された。 

４．チーム形成はスタッフ間の協働意識が高まり、医療の質の向上につながると考える。 
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多職種と協働での退院支援 

～重症心身障害児への働きかけを通して～ 

 

地方独立行政法人静岡県立病院機構 静岡県立総合病院   

深井真由美 

１．はじめに（目的） 

 当院の当病棟は成人と小児の混合病棟である。小児は、急性期疾患の小児科、手術目的の耳鼻

咽喉科・形成外科・整形外科・消化器外科の子どもが入院してくる。年齢相応の発達段階の子ど

もがほとんどで、平均入院日数は 6.7 日(H22.1 月～11 月)と短期入院である。 

 そんななか、水無脳症で入退院を繰り返す子どもがいる。その児の一日の様子や特性をみてい

ると、現在のままでは不足している要素が多くあると考えられた。特にこの児は、人の気配や物

音に反応して声を出す行動がみられるため、関わり方で反応が大きく変化していくのではないか、

何か成長発達がみられるのではないかと感じられた。 

今回の入院で HPS として何ができるか、どんな働きかけをするべきかを考えた。そして、改め

て家庭での生活(家族のかかわり)を見直し、子どもが今持っている機能を十分に活かせるような生

活スタイルを見出すこと、また家族が家庭での養育に行き詰らないよう支援することを目的とし

て、多職種に様々な働きかけをした。それに対しての児とその家族の変化を明らかにし、今後の

課題を検討した。 

 

２．方法 

 M ちゃん(2 歳 6 か月、水無脳症児)の前回までの入院の様子を振り返りながら、現在問題とな

っている事柄をピックアップし、多職種への働きかけと退院に向けて子ども・家族の支援をおこ

なった。 

 子どもに対しては、リハビリの機会を増やすこと、一日の生活リズムをつくること、誤嚥の予

防、清潔の保持を目標とし、リハビリ科・看護師・医師にそれぞれ働きかけた。 

 家族に対しては、家族でも行えるリハビリの提供、精神面のサポートや社会資源の情報提供を

目標とし MSW に働きかけた。 

 

３．結果 

 ＜子ども＞四肢の関節が柔らかくなる・身体をつっぱる動作が軽減する・首がすわるようにな

るといった身体の変化がみられた。補助具を使用することにより座位の時間の確保・誤嚥の予防

につながった。一日の生活リズムをつくること・話しかけやタッチングの効果で発声による欲求

が増えてきた。 

＜家族＞子どもの四肢の関節が柔らかくなったことによりオムツ交換が楽になり、リハビリも

同時に行うようになった。今後利用できる社会資源や窓口を知り、安心感を得られた。 

 

４．考察 

 様々な働きかけを機にスタッフの M ちゃんへの接し方が積極的になり、また、一日の生活リズ

ムをつくって接したことにより、M ちゃんの反応にも変化がみられた。水無脳症である M ちゃん



にとって、「要求を声に出す」ということは、医学的には説明できない大きな発達的変化である。

このことから関わりの重要性と必要性が実感でき、家族にも児の変化を伝えることができたので

はないかと思われる。また、家族にリハビリを見てもらうこと・オムツ交換のついでに行えばよ

いと提案したことは、家族の負担に配慮し今後も家庭でのリハビリを継続していく上で重要なポ

イントであったと考える。 

 「姿勢ケア」を目的とし、M ちゃんに合わせた座位保持の補助具も作成された。頭を固定・保

護し、下肢がつっぱってもずれないような工夫がされており、今までベビーカー乗車時頭をフラ

ットにしていたが座位にさせることができた。ベッドでも座位になる時間を増やす機会につなが

った。退院間際の完成であったため、実際の使用は家に戻ってからとなったが、2 週間後家族に

使用の有無を尋ねたところ「ずっとそばに付いていられないから数回だけ使った」との返答だっ

た。よい効果があることはわかっているが、今までの家庭での生活リズムがあり、新しいことを

取り入れることは容易ではなく、長期の目標にして今後も支援していくことが必要であると感じ

た。 

しかし、家族の表情は明るくなり、安心感を持っている様子は確実に伝わってきた。以前はた

だそばに付き添っているだけという印象であったが、退院にむけ多職種が関わったことにより家

族自身からの発言も増え、それぞれの意見を取り入れようとする姿がうかがえ、より積極的に M

ちゃんに関わっている様子がみられた。今までは訪問看護をうけておらず、リハビリも 1 回／月

で、悩みを相談する場所がなかったのではないかと思われる。私たちが情報を提供することで家

族も話しやすい雰囲気になったと考えられる。 

 

５．まとめ 

総合病院では重症心身障害児に出会う機会が無いに等しく、私をはじめリハビリや地域連携の

スタッフも初めてのケースで手さぐり状態でのスタートであった。多職種へ働きかけ、それぞれ

が専門分野で関わることで、M ちゃんとその家族に良い効果がみられたとともに今までの生活リ

ズムを変えていくことの難しさ・より早くからの退院支援の必要性も実感した。私自身、直接多

職種と接する場面が尐なく、児と家族を支援するにあたっての多職種のまとめ役として不足して

いる部分も多かったと思うが、M ちゃんは今後も入退院を繰り返すため、発達を促す関わり・家

族の精神的サポート・退院支援は、継続していかなければならないと感じている。 

今回の経験を活かし、他の疾患の子どもにも、HPS 同士・多職種と連携をとり、入院中や退院

に向けての支援をしていくことを自らの課題にしたい。 
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小児腎生検のためのプレパレーションについて 

 

               静岡県立こども病院 保育士（ＨＰＳ） 杉山全美 

Ⅰ．研究の目的 

本研究では、HPS として小児の腎生検の際に使用する発達年齢に見合ったプレパレーションブ

ックを作成し、それを用いてどのように支援を行ってきたかを明らかにし、HPS が行うプレパレ

ーションの意義やその必要性を検討することを目的とした。 

 

Ⅱ．研究方法 

１）方法 

（１）HPS 自身が腎生検の基本的な流れを把握し、腎生検プレパレーションブックを作成する。 

（２）対象の子どもに腎生検前に上記ブックとキワニスドールを用いプレパレーションを行う。 

（３）腎生検当日のディストラクションを行い、患児・家族から聞き取り調査をし、評価する。 

２）対象児：年齢３－14 歳の腎臓生体検査をうけた患児 7 名。 

３）調査期間：平成 22 年７月～12 月の６ヶ月間。 

 

Ⅲ．結果 

１．腎生検の基本的な流れの把握 

 担当医の説明によると、腎生検の基本的な流れは、次のようなプロセスであった。 

①当日朝より禁食→②心電図、SpO２モニターを装着→③検査３０分前に睡眠導入剤を点滴で

挿入→④麻酔の効きを確認後、検査を実施→⑤終了後、砂嚢を用い穿刺部を圧迫→⑥麻酔覚醒

後水分を経口→⑥嘔気、嘔吐がなければ以降経口摂取が可能→⑦安静度は検査終了後より次の

日の朝、包交時まで絶対安静→⑧医師の包交後問題がなければベッド上安静→⑨検査終了後２

日目の朝診察後、特に問題がなければ安静度フリー。 

２．プレパレーションブックの作成（写真１） 

 病棟に常設してあるプレパレーション用の人形「なおちゃん」を用い、アルバム形式のブック

を作成することにした。作成に当たって、上記の腎生検の基本的な流れを踏まえて子どもから見

た不安な点を解消するために、腎臓の働き・形、検査の目的、場所、経過を分かりやすく示し、

順調であれば検査後２日目にはそれまでと変わらず過ごせるようになることを伝えることにした。

さらに、医療者側から要望があった検査後の安静の必要性について、子ども達が理解できるよう

に留意して作成した。ブックは「なおちゃん」の写真を使い、それに説明文をつけた。その際、

子どもの発達年齢や性格を考慮して、理解しやすく必要な情報のみが伝わるよう心がけた。HPS

が作成したプレパレーションブックは医師や看護師に内容を確認してもらい、表現方法や手順に

対して何度も話し合い修正を重ね作成した。 

３．検査前のプレパレーション 

 キワニスドール（写真２）に興味を示した子どもとは、事前にキワニスドールを作り、自分の

分身と仲良くなれるよう言葉をかけていった。 

検査の前日に「なおちゃん」と一緒に遊んだ後、ブックを用いプレパレーションを行った。プ

レパレーション中は５人が集中して聞くことができ、他の２人は３歳と４歳であったが概ね聞く



ことができた。説明を受けた後、自分のキワニスドールで検査の流れを確認し、キワニスドール

も児と一緒に腎生検を受けることを伝えた。プレパレーション後の患児の様子は、落ち着いてい

た児が５名、尐し不安な様子の児が１名、不安緊張が強い児が１名であった。プレパレーション

ブックは貸し出しをし、家族からも繰り返しプレパレーションを受けられるようにした。 

４．検査当日のディストラクション 

 麻酔が効くまでの間に何をしたいかを前日に話し合った。絵本の読み聞かせや折り紙を希望す

る児が多かったが、14 歳の児は ipod の音楽をヘッドフォンで聴くことを希望した。全ての児は

医療者がベッドの周りを取り囲む中でも、ディストラクションを実施することで不安が解消でき

た。 

５．検査後の児の評価 

 「眠っていたから何も分からなかったよ。」が全員の覚醒後の感想であった。検査に関しての感

想は「話（プレパレーション）を聞いた通りだった。」というものが多かった。７名全員がプレパ

レーションを受けたことを“聞いてよかった”といい、家族も全員がプレパレーションを受けた

ことを“よかった”と回答した。なお、医療者も全員“実施して良かった”との評価であった。 

 

Ⅳ．考察 

 プレパレーションブックをアルバム形式にしたことで、ひとりひとりの特性に合わせた説明方

法を選択することができた。説明文に関しては、医師、看護師の意見を何度も聞き、子ども達の

不安が軽減するような表現を一緒に考えた。また、プレパレーション後に保護者にそのブックを

貸し出すと、ほとんどの保護者が何度か子どもと共に検査の流れを確認していた。 

 調査結果から腎生検の際にプリパレーションブックやキワニスドールを用いてＨＰＳが支援を

行ったことによって、検査に対する子供の理解が深まり不安が軽減できたことが明らかになった。

そして検査前の禁食や検査後の安静を自覚でき、全体をとおしてスムーズに検査を終えることが

できた。子ども達は検査に向き合い、乗り越えたことで「できた！」という自己達成感を得るこ

とができ、自信につながったと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   写真１．プレパレーションブック        写真２．キワニスドール 
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心臓カテーテル検査プレパレーションツール 

「だいちゃんのしんかてアドベンチャー」開発の取り組み 

 

あいち小児保健医療総合センター 21 病棟（小児循環器科・心臓外科病棟） 

田中久美子（ＨＰＳ／保育士） 

朝部有希代・三ツ井真理・常田知穂・早川恵理・長谷部真衣・戸部由香里・近藤みなみ（看護師）    

福見大地（循環器科医師）加納欢徳（歯科口腔外科医師）左右田辰夫（臨床検査技師）     

 薩來英樹（放射線技師）西嶋志津江（病棟師長） 

【目的】 

当センターの小児循環器科・心臓外科病棟では年間 200 名の子どもたちが心臓カテーテル検査

を受けており、平成 21 年度より心臓カテーテル検査のプレパレーションブック作成に取り組んで

きた。平成 22 年度には HPS を取得した保育士が看護師と連携してプレパレーションチームを結

成し、①子どもや家族が不安や緊張を和らげ、治療に対して前向きに取り組めるようになること

を、②チーム内と病棟内でのプレパレーションに関する知識の共通理解を図ることを主に取り組

みを行ってきた。 

本研究では、本年度行ってきたプレパレーション及びディストラクションの内容と、その取り

組みに対して実施したアンケート結果を検討することを主たる目的とした。 

【方法】 

・平成 22 年 6 月～10 月：プレパレーションブックの作成と関連部門への協力依頼 

・平成 22 年 11 月～12 月：プレパレーション実施とプレパレーションを受けた子どもと家族に対

してアンケート調査実施 

・倫理的配慮：アンケート調査を実施するにあたり、書面でアンケート結果を研究に使用 

することの了承を得た。 

【結果】 

１．プレパレーションについて 

先ず、プレパレーションチーム（看護師 7 名とＨＰＳ1 名）を結成し、プレパレーションの共

通理解を図るための勉強会や見学を実施した。そして月に 1～2 回プレパレーションチームで集ま

り、役割分担をしながら『だいちゃんのしんかてアドベンチャー』と称した心臓カテーテル検査

の入院から検査、退院までの流れを示すプレパレーションブック（写真１）作成に取り組んだ。

次に、プレパレーションブック、パペット（だいちゃん人形）、検査に使用する実際の医療器具を

用い、子どもと家族にプレパレーションを実施した。実施後は両親にプレパレーションブックを

貸出し、子どもと一緒に入院中いつでも見て確認してもらうようにした。検査時にはスタンプカ

ードを使用し、検査ごとにスタンプラリーを実施した。また宝探しの遊びも取り入れ、宝の絵カ

ードを見つけた子どもにはシールを渡した。 

２．ディストラクションツール 

今までは、ディストラクションという意識は処置室のスタッフには定着していなかった。そこ

で、ディストラクションツールを新しく導入し、採血等の処置時にＨＰＳが入ってディストラク

ションを行った。その結果、徐々に医師や看護師も進んでツールを使いながら、子どもたちと会

話をしたり、気を紛らわせたりすることが増えた。 



さらに、心臓エコー検査の際の恐怖や不安の軽減を図るために、エコー時に医師にホームシア

ターを使用してもらった。それまでは泣いてしまう子どもが多かったが、ホームシアター導入後

はエコーを受けることを楽しみにする子どもも増えた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．アンケート調査結果 

2010 年 11～12 月にプレパレーションを実施した子どもの数は 24 名(0-12 歳)であったが、アン

ケートに答えたのは、子どもは 13 名（対象は 4 歳以上）とその保護者であった。 

●子どもにプレパレーションを受けて理解出来たかと聞いた質問では「すごく分かった」が４名

（31％）、「分かった」が 8 名（61％）、「あまり分からなかった」1 名（8％）であった。プレパレ

ーションブックの内容はどうだったかと聞いた質問では、「すごくわかった」が 4 名（31％）、「わ

かった」が 7 名（54％）、無回答が 2 名（15％）であった。検査スタンプラリーは「すごくおも

しろかった」が 5 名（38％）、「おもしろかった」が 7 名（54％）、「おもしろくなかった」が 1 名

（8％）であった。 

●家族に聞いた「プレパレーションによって検査の理解が深まったか？」という質問 

にたいしては、20 名（83％）の方が「はい」と答えており、「プレパレーションの実施をして良

かったか？」という質問にも 20 名（83％）の方が「良かった」と答えた。 

【考察】 

今回の調査では、アンケートに答えた子どもの 90％以上がプレパレーションを受けて分かりや

すかったと答え、また同様に検査のスタンプラリーも面白かったと答えるなど、心臓カテーテル

検査のプレパレーションがとても好評であることがわかった。またほとんどの家族が、プレパレ

ーションについて肯定的評価しており、フリーアンサーにおいて検査についての理解が深まり、

親子ともども安心感が得られたと回答していた。 

今回はＨＰＳを中心にプレパレーションチームを形成して取り組んできたが、今後病棟スタッフ

や関連部門との連携を強化していくためには、さらに課題や問題点を整理した組織的な検討が必

要であると考える。 

 

 

写真 1．プレパレーションブック

例］ 



都立小児総合医療センターにおけるＨＰＳ活動のはじまり 

―日帰りヘルニア手術プレパレーションおよび採血室ディストラクションの活動報告― 

 

東京都立小児総合医療センター  豊田 早苗 

 

１．はじめに 

 東京都立小児総合医療センターは、これまでの都立清瀬小児病院、八王子小児病院、梅ヶ丘病

院と府中病院小児科がひとつになり、平成２２年３月に開院した新しい病院である。『子どもの成

長とともに歩む医療』『「こころ」と「からだ」の医療の統合』『子ども中心の医療』『社会ととも

に創る医療』『東京都における小児医療の拠点』の５つの理念を掲げる。これらを実現するために、

医師・看護師・コメディカル、事務職がその専門性を発揮し、かつ、連携・協働していくチーム

医療がスタートした。 

 ３月に開院してから現在までの、ＨＰＳと他職種との連携の中でおこなってきた活動を報告す

る。 

活動報告１ 外科外来日帰りヘルニア手術のプレパレーション 

 鼠径ヘルニアは、他に心配される疾患や症状がある場合を除いては、日帰りの手術となってい

る。手術一週間前の外来診察時に、翌週の手術に向けてプレパレーションをおこなう。１家族か

ら４家族が一度に参加する集団のプレパレーションとなっている。 

【方法】 

対象は日帰りのヘルニアの手術を受ける患児および家族である。対象年齢は 0 歳（6 ヶ月児）

から 8 歳位までであった。 

専門外来看護師が家族向けに、手術日までの過ごし方、手術当日の食事・水分の取り方、帰宅

後の注意点、次回外来診察までの過ごし方、持ち物等を説明した。その間、ＨＰＳは遊びの観察

をおこないながら、子どもと遊んだ。看護師の説明が終わった時点で、ＨＰＳは子どもたちに声

をかけプレパレーションを開始した。 

【結果】 

 外来看護師が家族に説明している間、子どもたちは自由に遊んでおり、その後のプレパレーシ

ョンへの移行は比較的スムーズであった。年齢にもよるが、大部分の子どもは 15－20 分の話を

良く聞いていた。多尐不安そうな表情を見せる子どももいたが、手術時に使用するマスクの香り

や音楽を選択する際には、親子共に笑顔がみられた。 

【考察】 

家族の中には、「子どもに手術のことは話していない。手術のことを知ったら怖がるのではな

いか」と心配する人もいるが、家族一緒にプレパレーションに参加することで、その不安の解消

になっている。子どもも家族も、手術の日の様子を写真で見てイメージすることができる。実物

の医療物品に触れながら何の為にそれを身体につけるのかを知ることで、何をされるのかわから

ないという不安は解消される。また、子どもと家族が顔を見合わせながら相談したり話を共有し

て、当日までの準備を進めることも、大きな意義があると考える。 

 

 



活動報告２ 採血室でのプレパレーション・ディストラクション 

 小児総合医療センターでは、外来に採血室があり、1 日 60 から 130 人の患児の採血をおこなっ

ている。平成 22 年 9 月より、木曜日の午前中の 3 時間程度、ＨＰＳが入り採血のプレパレーシ

ョンおよびディストラクションをおこなっている。 

【方法】プレパレーションの対象は、主に採血経験のない児とした。ディストラクションをここ

ろみた年齢は生後 1 か月～11 歳の児であった。プレパレーションはプレパレーションブックを用

いておこなった。混雑時のディストラクションは、主に 2 歳～7 歳児として、他に不安が強い児

や拒否のある児に対して実施した。 

【結果】 

子どもが自ら採血室に入り椅子に座るのを待つようにしたために、30 分から 40 分近く時間が

必要な時があった。それによって、泣く事はあっても身体を動かしたり腕を引いたりする姿はな

かった。プレパレーションおよびディストラクションをおこない、落ち着いて泣かずに採血が出

来た時は、家族が驚き、安心する姿がみられた。 

また、スタッフの意識にも変化があった。子どもへの話しかけが多くなり、子どもの話も聞こ

うという姿勢になった。その中で、子どもと家族と医療者およびＨＰＳの、それぞれの役割を伝

えることはとても有効であることを検査技師等医療者が実感していた。 

【考察】 

 ＨＰＳの採血室での活動は、週に 3 時間程度と極短時間であり、多くの子どもたちに関わるこ

とができない。しかし、その中で採血室に関わる外来看護師や検査技師もＨＰＳの関わりを理解

し、取り入れる努力をしている。出来うる範囲で子どもたちの自発的な動きを待つようになった。

これは、強引に医療者のペースで押さえつけておこなうことが、次回の採血時に悪い影響を残す

ことを、日々の実践で実感しているからだと考える。時間はかかっても、そこで子ども自ら部屋

に入り、腕を出す。泣いても動かずに頑張り医療スタッフや家族から褒められる。時には遊んで

いるうちに採血が終了していることもある。これらの子どもにとって良い経験が、次の良い経験

に繋がることを、採血室スタッフが実感し始めているのだと思う。 

 ４．まとめ 

都立小児医療センターでのＨＰＳの活動は外来からはじまった。それは、初めて顔を合わせる

子に対し、痛みや不安を伴う行為をしなければならないという医療者のストレスや心の痛みがＨ

ＰＳの活動を取り入れていこうという思いに繋がったと思う。実際に、病院に来て一番に子ども

が出会うのが、外来の診察や検査である。そこでの子どもの経験は、その後の病院に対するイメ

ージや治療にも大きく関わっていく。だからこそ一番初めに出会う外来・検査部門にＨＰＳの活

動を広めていきたいと考える。 

また病棟での活動は次年度の課題である。外来・検査部門がこのように時間をかけ、子どもの

気持ちを大切にしながら関わっている事を知らせ、病棟に入院した時には、その外来での良い経

験を、病棟での治療に繋げられるように、そして病棟でも良い経験ができるように働きかけてい

きたいと思う。 

 外来や検査、病棟と、病院全体で連携・協働して、「子どもにやさしい医療」が提供していける

よう、今後も努力していきたい。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



【ワークショップ案内】 

 

「子どもにやさしい医療を提供するための方法」 

 

コーディネーター： Frances Barbour ( Lecturer, Stevenson College, Edinburgh ) 

 

 

 

Profile： 

 

 

 

 

  

 

 フランシス・バーバラ氏は、エディンバラ(スコットランド)にあるスティーブンソン・ 

カレッジのホスピタル・プレイ・スペシャリスト養成コース責任者です。今日まで一貫して、

ホスピタル・プレイ・スペシャリスト養成教育の向上に大きな力を注いできました。 

 フランシス氏自身も 1993 年にホスピタル・プレイ・スペシャリストになるための教育 

を受け、Royal Hospital for Sick Children（こども病院）において、救急病棟や手術室など様々

な部門でＨＰＳとして働いた経験があります。 

 スコットランド Action for Sick Children 実行委員会委員やホスピタル・プレイ・スペシャリ

スト Exam Trust の教員代表も務めています。また、スコットランド Play Policy Forum のホス

ピタル・プレイ・スタッフ協会の代表も務めています。 

 今回、ワークショップ開催にあたり、「子どもにとってやさしい医療」をキーワードに、

日本における今後の小児医療のあり方を展望していただきます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 





「SMAⅠ型の子どもに対するHPS訪問支援活動報告」 

中部労災病院 HPS 平野祐子  

 

在宅で過ごす子どもへの支援を 20011 年 8月より開始した。 

本児は生後 3ヶ月で脊髄性筋萎縮症（以下 SMAⅠ型）と診断され現在 4歳である。 

生活の中心は家庭や病院であり、通園施設へ入所しているものの、体調不良で通える日は

年に数回となっている。毎日訪問看護による医療的処置、ホームヘルパーによる生活援助

を受けている。SMAⅠ型の子どもの大半は運動機能障がいは重度であるが、知的・認知機能

は年齢相応に保たれると言われている。しかし、在宅療養が中心の生活では年齢相応の活

動や遊びの経験が不足しがちである。HPS による訪問支援は在宅生活での遊びの環境を整

え、本児の成長発達を促すような支援を考えていくことが重要だと考える。 

 

● 対象者 愛知県在住 4歳 6ヶ月 

● 病名   脊髄性筋萎縮症（重症型）  

（SMAⅠ型） 

● 状態 気管切開 カニューレ挿入  

人工呼吸器使用痰の除去、 脈拍、血圧測

定装置常設、身体障害者手帳 1 級 

● 発達  常時仰臥位、自分で体を動か 

すことはできない。僅かに両手親指と眼

球は動かせる。微弱な発声ながら言葉の

模倣などは可能である。 

 

１．訪問支援 

・現在月 1回訪問 1時間 

・遊びのテーマを決めて計画表を作成 

・実施評価表作成 

 

２．遊びの活動内容 

 音楽遊び、感覚遊び、手先を使った遊び、

想像力を高める遊び、コミュニケーション

のための遊び、体を使った遊び 

季節感を持てるような遊び。 

本児の好きなキャラクターを用いての活動

や遊びなどで関わる。 

 

 

 

 

 

・第１回訪問（8月） 

初めての訪問であるため、コミュニケーシ

ョンを取ること、本児の要求や訴えのサイ

ンを知ること、本児の好きな遊びやキャラ

クターについて、両親より情報を得るなど

して関わった。また、本児が自分で動かせ

る体の機能を活動に取り入れる。 

 

遊びの活動内容 

・絵本   「はらぺこあおむし」 

       「おかあさんといっしょ」 

・歌遊び  「幸せなら手をたたこう」 

      「どんないろがすき？」 

・製作 「のぼるよ！のぼるよ！カニさん」 

・手遊び  「ひげじいさん」 

・ペープサート「あくしゅでこんにちは」 

 

  

絵本「はらぺこあおむし 

おかあさんといっしょ」 



  

歌遊び「しあわせなら手ををたたこう」 

      

ペープサート「あくしゅでこんにちは」 

 

「のぼるよ！のぼるよ！カニさん」製作 

   

  

 

カニの動きを見て「うわ～！やあ～～！」

と嬉しそうな声をあげていた。 

HPS 活動での作品第１号 

作った作品で遊べることや、その動きを楽

しめるよう関わった。 

・第１回訪問を終えて 

緊張している様子であったが、家族のサ

ポートにより、好きな遊びや歌を選びコミ

ュニケーションをとることができた。 

絵本読みでは、「おかあさんといっしょ」 

の絵本を選択。 

活動後母より、本児の情報源の多くは絵

本であり、その中で様々な生き物や食べ物

などを覚えることができる。 

そのため、このような活動を大切にして

いき言葉と絵（写真）を関連付けられるよ

うにしていきたい。HPS の活動でも取り入

れていって欲しいと要望があった。 

 

・第 2 回訪問（9 月） 

両親より兄弟一緒に遊びの活動ができれ

ばと要望があり弟（3歳）も活動に参加。 

夫々の役割担当や、順番待ちを体験する。 

遊びの活動内容 

・絵本   「だんまりこおろぎ」 

      「メーシーちゃん」 

・歌遊び  「幸せなら手をたたこう」 

      「アイアイ」 

・製作   「パンダコパンダのけん玉」 

・手遊び  「ひげじいさん」 

  

絵本「だんまりこおろぎ・メーシーちゃん」 

            「メーシちゃん」 



           

「パンダこパンダのけん玉」製作 

 

  

 

 

母親、弟と一緒に大好きなパンダこパンダ

のけん玉製作。のりやシール貼りの役割分

担や順番待ちを経験した。 

「パンダこパンダ」と何度も繰り返し発言

しとても気に入ったようであった。 

 

・第 2 回訪問を終えて 

兄弟の参加は今後も課題であるが、家族

全員でこの活動に集中して参加できる時間

となった。施設の学園祭で催しがあった「だ

んまりこおろぎ」の話が気に入っていたと

の情報が両親よりあり、今回の訪問ではこ

の本を選択していきたい。兄弟揃って絵本

のフレーズを覚え「こしこしこし、おや？

音が出ないよ、うたえない」と繰り返し発

言し、ページをめくるたびに期待し「うあ

～！」と大きな声を上げていた。 

 

第 3回訪問（10月） 

活動内容 

・ 絵本  「きんぎょがにげた」 

・ 絵本と歌「幸せなら手をたたこう♪」  

      「どんぐりころころ」 

・ 製作  「ジャックオーランタン」 

・ 玉いれ競争（運動会にちなんだ遊び） 

・ どんぐりに触ってみよう  

  

絵本「きんぎょがにげた」 



  

製作（ジャックオーランタン） 

     

玉いれ競争（運動会にちなんだ遊び）  

    

・ 第 3回訪問を終えて 

追いかけや繰り返しの歌が得意でゆっくり

したテンポで反復して歌うことや親指でリ

ズムを取ることができた。自然物に触れる

機会を持つということで、どんぐりに触り、

転がして遊んだ。本児はトトロが大好きで

どんぐりをみた瞬間「トトロ！トトロ～！」

とはっきりと大きな声を上げていた。 

 

● まとめ 

活動は現在 3回。主に本児の好きな歌や絵

本、キャラクターの情報を得てコミュニケ

ーションや遊びの活動を行っている。訪問

が数週間あいてしまうと初めは緊張する様

子も見られるため信頼関係の構築中（進行

中）である。 

好きな歌や絵本、キャラクターを用いての

関わりでコミュニケーションをとり、徐々

にリラックスして活動の最後には「またね」

と次回に期待した返事を返してくれている。 

 

● 両親からの評価・感想 

HPS の訪問支援は、訪問看護スタッフが

処置の合間に提供してくれる遊びとは違い、

本人にとって集中して遊びの活動が行える

大切な時間。活動が始まると期待し楽しみ

終わるともっと遊びたかった、悲しい、残

念。でも、また次遊ぼうと期待する気持ち

のリズムと変化がある。 

今までの生活では味わえなかった「わくわ

く、どきどき」をたくさん感じ引き出され

ているようだ 

 

● 今後の課題 

今後も在宅生活での遊びや活動の環境を

整え、本児や家族にとって充実した支援に

なるよう考えていくこと。また今後本児に

獲得、経験して欲しいこと、本児が自分の

要求や思いを伝えられるようにしていくこ

となどこれらの課題を HPS訪問支援活動で

どのように提案、提供できるかを考え本児

の成長発達を支えていく活動支援の一つと 

なるように進めていきたい。 

 

 

 

 

 

 

 



教材・玩具等購入に伴う環境整備に関する報告  

大阪発達総合療育センター  市川雅子・西尾恵美  

 

 重度の障がいをもつ子どもにとって、遊びは非常に重要であるにもかかわらず、その環

境は十分に整えられているとは言えない。今回、障がいのある子どもが遊ぶために必要な

環境づくりとして考えた玩具の紹介とその使用例について報告を行う。  

 

購入玩具① ビジ―ギア・トーカブルズＩＶ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

購入玩具② １）オーシャンドラム      ２）Wii カラオケソフト  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 障がいのある子どもの遊びを紹介することは、子ども自身の理解にもつながると考える。

一つ一つの玩具の使用方法を模索することは、子どもが何を求めているかを知ることにも

つながり、遊びの重要性をより認識することとなった。今後もさらに、子どもたちの遊び

の引き出しをいっぱいにしていきたい。 

    

ビジ―ギアは、ボタンを押すと音楽と共に点滅しながら歯車が回る聴覚と視覚にも

楽しめる玩具である。しかし、ビジ―ギア本体にあるボタンは小さく、手の機能が十

分でない子どもにとっては押すことが難しい。そこで、トーカブルズＩＶと接続する

ことで大きなボタンを使って、ボタン操作も楽しみながら遊ぶことができた。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１）   ２）  

１）オーシャンドラムは、音と振動の両方が楽しめる楽器である。心地よい波の音

が作りだせ、動かし方によって音は変化する。じっと静かに聴き耳をたてている様子

から、興味を示し楽しんでいることが分かった。  

２）2~3 カ月と長期にわたる入園生活をおくる子どもにとって、日常生活の中にも

発散できる遊びは必要である。1 対 1 での個別の遊びではなく、仲間と楽しむツール

としてカラオケは有効であり、大きな気分転換となった。  



HPS 養成講座を受講してからの 1 年間の取り組みと課題 

入江慶太（5 期生・川崎医療短期大学医療保育科） 

 

1 年間の取り組み 

 私のこれまでの取り組みは大きく分けて 2 つ

ある。一つは学会発表や講義等での「HPS 啓蒙

活動」であり、もう一つは附属病院における

「HPS 活動」である。  

2010/3/30 研修報告（学科内）  

4/08 研修報告（附属病院小児科教授）  

4/12 ミニ講義（他大学ゼミ生）  

4/19 外来での活動開始（予防接種） 

8/21 ミニ講義（オープンキャンパス）  

9/26 HPSJ 関西ブロック交流会  

10/09 短大公開講座（一般）  

10/24 学会発表（日本乳幼児教育学会）  

11/30 遠隔システムによる 6 期生養成講座  

11/30   の受講（本学 1 年生）  

2011/1 小児病棟ボランティア開始予定  

予防接種における HPS 活動 

【概要】  

場所：川崎医科大学附属病院小児科外来  

時間：13:00～15:00（週 1 回）  

目的：予防接種の説明  

 研修報告を行った小児科教授の協力を得て、

上記の日程で HPS 活動を行った。予防接種に

焦点を当てた理由は、①穿刺を伴う予防接種の

不安を軽減するため、②協力をいただく小児科

教授の専門が予防接種であるため、③病棟で活

動する前に、まず外来で HPS としての実績を

作るため、の 3 点である。予防接種は予約制で

行われるため、その日のリストから性別や年齢、

予防接種の種類を把握し、保護者に関わる際に

は、子どもとの関わりや予防接種の説明をして

もいいかどうか了承を求めた。  

【結果】予防接種の現状として 0・1 歳児が多

く、関わりも短時間であるため子どもへの効果

的な遊びの提供は難しく、また保護者に対して

は急ぎ足の説明が逆効果になる可能性を実感

した。  

小児病棟ボランティアについて 

【背景】  

Ns「保育の学生は遊んでばっかりですよね」  

→遊びに対する誤解…遊びの効果の説明不足  

【概要】  

 場所：川崎医科大学附属病院小児病棟  

    プレイルーム  

時間：2 時間程度（隔週 1 回）  

病院における遊びの意味を他の医療スタッ

フに理解してもらう必要があると考え、小児病

棟のプレイルームにて「遊びボランティア」を

計画している。方法はプレイルームにプレイコ

ーナーを設置し、子ども自身が遊びを選択でき

る環境を整える。  

回数はまだまだ不十分であるが、ボランティ

アを通して目に見える形で遊びの必要性をア

ピールし、実績を積み上げたい。また、付き添

いの方にアンケートを行い、尐しでも客観的な

データを収集していこうと考えている。  

研究課題  

Dr「医学書を買おうと思って申請すると、  

『それにより還元される利益は？』と  

指摘される。」  

Ns「ぎりぎりの人員（Ns）で回している。」  

→①病院（医療）経営の視点…費用対効果  

 遊びの効果、子どもの笑顔などを数値化する

のは非常に難しいので、遊びにかかる費用の必

要性と妥当性を説明する視点（力量）を持たな

ければならないと感じる。具体的にどのような

方法があるのか、現場で活躍されるスタッフへ

の調査研究を進めていきたい。  

→②日本の医療全体から捉える視点  

 日本の医療の特徴は、世界最高水準の健康と

長寿を実現している反面、「医療崩壊」との指

摘が声高に叫ばれ、医療費抑制の進行、医師や

看護師の不足、突出して多い急性期ベッド数な

ど構造上の問題を抱えていることである。英国

でも、およそ 10 年前に現在の日本と同じよう

な医療崩壊が叫ばれた時代があった。そうした

時代背景の中、HPS はどのようにして自らの地

位を確立してきたのか、グローバルに医療や

HPS の歴史に学ぶ中で、日本の医療や文化の中

にどう根付いていくのか考えていきたい。



チャイルド・プラネット inNCU★ 

〜名古屋市立大学病院におけるホスピタルプレイ活動〜  

松井幸子・藤田えり  

 

 当院から２名の看護師が HPS 養成講座第５クールを修了した。こどもの目線に立った

考え方を学び、遊びの重要性やこどもの療養環境について、深く考える機会となった。HPS

が小児病棟のチームの一員として必要な存在であると考えるが、看護師として働く中で、

その役割を果たすことは簡単ではない。まだまだ HPS の認知が低いなかで、その考え方

を知ってもらうことから始める必要があった。そのなかで、尐しずつではあるが、活動を

始めたので報告する。   

施設の紹介  

 病床数 808 床、 小児内科病棟 34 床、小児外科病棟 24 床、NICU・GCU 病棟 2１床が

同じフロアに入っている。看護師数は内科 24 名、外科 20 名、NICU・GCU 38 名いる。

H１６年病棟の再建時に、こどもの療養環境が考えられ小児系病棟が造られた。３つの病

棟と外来にはそれぞれキャラクターが描かれており、プレイルームも広くなるなど、ハー

ド面が考えられた。保育士の配置はないが、看護師がイベントを企画し、楽しい時間を過

ごすことができるように関わっている。   

チャイルド・プラネット inNCU★の発足  

 3 つの病棟は、独自で工夫してケアをしていたが、こどものことを考えるためには、病

棟を超えて協力していく必要性があると感じ、8 月「こどものケアを考える会」⇒チャイ

ルド・プラネット inNCU★が発足した。《看護ケア》《療養環境》《家族看護》《倫理問題》

の４つのワーキンググループがあり、私たち HPS は療養環境のグループに配属している。

メンバーは、副看護部長をはじめ、小児系病棟の師長・主任・スタッフが参加しており、

最近では、職員のための院内保育所の保育士、手術部スタッフが加わり、尐しずつ増えて

きている。看護師は遊びについて弱い部分があるが、保育士の参加により、プレイルーム

の環境を整えるアイディアなど意見を聞くことができ、大きな力になることを期待してい

る。  

療養環境グループの活動  

５月ディストラクションツール集め   

６月病棟の壁面装飾   

９月 HPS 養成講座の報告会開催。成人病棟のスタッフ、看護大学や大学院の学生など 48

名の参加があった。多くの質問があり、興味を持ってもらうことができた。   

１１月ディストラクションミニ講座。親の同室で、抑制のない処置を目指して、病棟、外

来のスタッフに具体的な方法を伝えた。成功例など情報交換しながらこども目線に立った

ディストラクションを目指している。   

１２月プレパレーションブックの作成。CT・MRI 撮影、手術、などそれぞれ関連部所の

協力を得て、写真をいれたブックを作成中。   

今後 院内での活動報告の場を作り、こどもの権利や HPS の専門性など広く認知できる

ようにしていきたいと考えている。看護師だけでなく、医師やコメディカルなど他職種に

も働きかけ、チームでこどもの療養環境を考えていきたい。   



        

みどりのほし おかペンギン       そらのほし カンガルー 

 

        

うみのほし うみモグラ         もりのほし もりモグラ 

      

プレイルーム            HPS 講座報告会  

 

     

 ディストラクション講座      CT プレパレーションブック  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HPS セミナー＆ワークショップ プログラム 

 

【主催】静岡県立大学短期大学部 

【後援】地方独立行政法人 静岡県立病院機構 

   社会福祉法人静岡県社会福祉協議会 

   社会福祉法人静岡市社会福祉協議会 
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