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研 究

入院中の子どものストレスとその緩和のための

援助についての研究

第1報一小児科病棟看護職員による心理的援助についての調査一

山暗　千裕1），尾川　転座2），川崎　友絵3）

山崎　道一4），馬匹　英世5〕

〔論文要旨〕

　全国の大学付属病院小児科および小児医療施設，計100施設の看護職員を対象に，入院中の子どもの

ストレスを軽減するために行っている取り組みや心理的援助についての意見を調査した（回収率

51．5％）。その結果，すべての回答者が何らかの援助を行っていた。その内容として，回答者の55．3％

が入院生活に伴うストレスに対して遊び相手になることや遊びを提供することをとりあげ，同じく

26．2％が治療に伴うストレスに対して治療や処置の説明を行うことを挙げていた。また，心理的援助と

してこれまで重要とされてきた遊びについて調査した結果，遊びを通した援助の機会は多く，生活場面

よりむしろ，検査や治療場面で多く取り入れられていることがわかった。さらに，慢性疾患児に対する

心理的援助について，患児とその家族に対する個別的な援助の他に，臨床心理士や保育士など専門職の

導入を希望する意見が多く認められた。

Key　words＝慢性疾患児，心理的援助，看護職員，遊び

Lはじめに

　入院中の子どもは，家庭から離れ，食事や行

動などの制限を受けている。さらに，苦痛を伴

う検査や治療を受けるなど，さまざまなストレ

ス1）をもっている。このようなストレスを軽減

するためには，小児病棟において心理的援助が

必要である。

　心理的援助のひとつとして，従来より遊び2）

が重視されている。入院生活における不安や苦

痛，寂しさを緩和する遊びの環境を整えたり，

遊びを計画することも看護の役割3）とされてお

り，看護職員は，不安を緩和するという遊びの

意義についてよく認識している4）。さらに，向

田ら5）はストレスを緩和するための遊びを円滑

に進める看護システムを提案している。

　しかし，現在小児病棟において，どのような

種類の心理的援助が日常的になされているのか

を示した調査は見当らない。また，入院中の子

どもに対する遊びについて，看護職員は，どの

よう場面でどのような遊びを行っているかを明

らかにした報告もない。そこで，全国の大学付

属病院などを対象に，看護職員が行っている心

理的援助や看護に取り入れられている遊びにつ
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いて調査したので報告する。

五．対象と方法

　対象は，全国大学付属病院小児科76，および

全国小児医療施設一覧6）に掲載されている小児

医療施設24，計100施設の看護職員である。

　調査期間は平成12年9月1日～9月14日であ

り，各施設に調査用紙を2部ずつ郵送し，勤務

する小児看護経験2年以上の職員に回答を依頼

し，郵送により回収した。

　調査内容は，i）病棟環境，　ii）子どもの入院

生活に伴う不安やストレスを軽減するための取

り組み，iii）看護に取り入れられる遊びの内容，

iv）慢性疾患児の心理的援助についての意見な

どである。

　53施設103名（回収率51．5％）から回答が得ら

れた。年齢は，34．5±20．3歳（平均値±標準偏差）

であった。小児看護経験年数は，6．6±4．9年で

あり，婦長や主任などの役職に就いている者は

23．3％を占めていた。

27．1％，心理職員がいると回答したのは14．5％

であった（表1）。そして，プレイルームのあ

る病棟は93．2％，自習室のある病棟は33．0％で

あった。

2．入院中の子どもへの心理的援助の実際

　行っている心理的援助の内容を表2に示し

た。入院生活に伴うストレスの軽減については

103人全員から152件の回答が，そして，治療に

伴うストレスの軽減についても95人（92．2％）

から97件の回答が得られた。入院生活に伴うス

トレスのケアとして「遊び相手になる」だけで

なく，子どもとともに「四季のイベント（年間

行事）やレクリエーション」「散歩をする」といっ

たことにも取り組んでいた。治療に伴うストレ

表1　保育士および心理職員の有無
人（％）

皿．結 果

1．病棟環境（心理職員やプレイルームの有無）

　調査した施設のうち，保育士がいるのは

　　　　保育士

S理職員
い　る いない 計

い　る 9（8．7） 6（5．8） 15（14．5）

いない 19（18．4） 69（67．1） 88（85．5）

計 28（27．1） 75（72．9） 103（100）

表2　小児看護における心理的援助の経験と内容

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内容は複数回答，（ ）内は％を示す

分　　　類 経験と内容 人（％）

入院生活に伴うストレスに対する援助 経験あり 103（100）　なし　0

内容 遊び相手になる，遊びの提供 57（55．3）

話し相手になる，話しかける 48（46．6）

四季のイベント，レクリエーション 22（21．4）

散歩 9（8．7）

その他 16（15．5）

治療に伴うストレスに対する援助 経験あり 95（92．2）　なし　3（2．9）　無回答　5（4．9）

内容 治療，処置の説明を確実に行う 27（26．2）

遊び相手になり，スタッフに早く慣れるようにする16（15．5）

子どもとの信頼関係を築く 14（13．6）

親と連絡を取り協力を得る ll（10．7）

患児の訴えを聞き希望に添う 10（9．7）

その他 19（18．4）

今後，心理的援助として行いたいこと 経験あり 76（73．8）　なし　4（3．9）　無回答　23（22．3）

内容 退院後の指導 19（18．4）

勉強を教える，学習環境の提供 9（8．7）

家族のケア，家族の望む環境づくり 8（7．8）

遊び，接し方の工夫 7（6．8）

時間をかけて接する 6（5．8）

その他 28（27．2）
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スのケアとして「治療や処置の説明を確実に行

う」や「早く慣れるように入院中の子どもと遊

ぶ」「訴えを聞いて希望に添う」などを行って

いた。

　さらに，入院中の子どもにしてあげたい援助

について，76人（73．8％）から77件の回答が得

られた。適応の問題や服薬の自己管理など「退

院後の指導」が多くとりあげられており，次い

で，「勉強や学習環境に対する配慮」や「面会

時間，場所の確保」などが挙げられていた。

3．子どもにとっての遊びの役割

　すべての看護職員は，入院中であっても子ど

もにとって遊びは重要であると考えていた。そ

の結果を表3に示した。遊びの果たす役割につ

いて，回答（自由記述）を求めたところ，100

人から203件の回答があり，多い順に，「発達面」

86件（42．4％），「心理面」79件（38．8％），「治

療面」19件（9．4％）および「意思疎通や交流

の面」19件（9．4％）であった。

　そして，103人中97人（94．2％）の看護職員が，

病棟生活や検査，治療などの看護の場面で実際

に遊びを取り入れていた。遊びの内容を表4に

示した。97人から得られた102件の回答のうち，

診察・検査の場面での遊びが44件（43．1％）で

最も多く，次いで，治療場面で30件（29．4％），

そして病棟生活場面では28件（27．5％）と最も

少なかった。

4．慢性疾患を有する小児の心理的援助についての

　考え

　この問題に関しては，「臨床心理士や心理療

法士など心理的ケアのプロがいると助かる」や

「保育士の導入を考えている」など，他職種の

導入についての意見が最も多く，続いて，家族

を含めた心理的ケアや患児に合わせた個別の心

理的ケアの必要性についての意見が多くみられ

た。この結果を表5に示した。また，心理的ケ

表3　看護における遊びの重要性

内容は複数回答，（）内は％を示す

分　　　類 内容 件（％）

発達面 成長発達を促す 50

人間関係や社会性を育てる 16

生活の一部である 9

学びの場を提供する 6

その他 5

計 86（42．4）

心理面 ストレスを緩和する 35

不安を忘れる 14

気分転換になる ll

緊張を和らげる 7

情緒の安定 6

その他 6

計 79（38．8）

治療面 痛みや苦痛を軽減する 9

治療意欲を持たせる 6

免疫力や治療効果を高める 4

計 19（9．4）

意思疎通，交流面 他児との交流の機会をつくる 8

スタッフとの信頼関係を深める 5

スタッフとのコミュニケーション手段である 3

入院生活やスタッフに早く慣れる 3

計 19（9．4）

計 203（100）
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表4　看護に取り入れられている遊びの内容

　　　　　　　　　　　　　　　　　　内容は複数回答，（ ）内は％を示す

場 面

病棟生活

　満室

　清拭

　入浴

　入眠

　トイレットトレーニング

　歯磨き

診察・検査

　診察

　検温

脈の測定

血圧の測定

バイタルサインの測定

採血

治療

　点滴

吸入

包帯・テープ交換

服薬

リハビリテーション

十戸口

内容 件（％）

患児の本やおもちゃで遊ぶ　4

患児の好きなおもちゃで遊ぶ　4，水遊び　4

水遊び　4，患児の好きなおもちゃで遊ぶ　4

絵本の読み聞かせ　3

表にシールを貼る　1

表にシールを貼る　1，歌をうたう　1

　計

手遊び　1

石鹸遊び　1

28　（27．5）

おもちゃであやす　5，ぬいぐるみに聴診器を当てる　1，手遊び　1

着々の好きなおもちゃで遊ぶ　6，役割交換（ごっこあそび）　2

ぬいぐるみに検温　2，ペンライト・指人形で気をそらす　2，手遊び

本の読み聞かせ　2

指遊び　1，物を揺らして気をそらす　1

三児に血圧計を開閉させる　3，三児に圧をかけさせる　2

おもちゃであやす　2，役割交換　1，言葉遊び　1

人形やぬいぐるみで気をそらす　6，手遊び　2，医師のまね　1，

うたう　1

　計

2

一緒に歌を

44　（43．1）

人形やぬいぐるみで気をそらす　2，点滴のボトルに絵を描く　2，患児の人形
にも点滴をつくる　　1

絵本を見せる　4，歌をうたう　2，壁にキャラクターのついたものを貼る　2，

じゃばらに紙コップで絵をつける　1

こ入に絵を描く　4，ぬいぐるみを使う　2，シールを貼る　1，一緒に歌をう

　　　1，患児に手伝ってもらう　1たう

みんなで競争する　1，服薬後に散歩する（事前に約束）　1，お絵かき　1，折

　　　1，ゲームボーイをして気をそらす　1り紙

表にキャラクターやアイドルのシールを貼る　1，ギプスにキャラクターの絵を

描く　1

　計 30　（29．4）

102（100　）

アの充実を図りたいとの意見もある一方で，「業

務が忙しく時間がとれない」といった心理的ケ

アの難しさも述べられていた。さらに，「日本

での心理的ケアは，まだ不十分であり，治療だ

けでなく心のケアもサポートできる体制を作り

上げることは，今後必要になる」という意見も

みられた。

】v．考 察

　本研究の結果，入院生活に伴うストレスに対

する援助として「遊び相手になる，遊びの提供」

が最も多く，遊びの重要性を再認識する結果と

なった。Crocker7＞は，病院での遊びは心理的な

ケアだけでなく子どもの生活に普段のありよう

を取り戻させ，病院の中で起こってくる出来事

を乗り越えていくのに役立つと述べている。ま

た，楢木野4）も，入院中の子どもが遊びを通し

て生き生きできることが新陳代謝を高め，病気

の回復につながることを認識し，遊びへの関わ

りを重要視していく必要があると述べている。

　調査の結果をみると，看護職員は，病棟生活

のみならず，診察，検査，治療の場面で遊びを

活用していた。また，処置前には，医療器具の

使用や役割交換による遊び，処置の間には，気

をそらす遊び，処置終了後にはシールのご褒美

など，遊びによるさまざまな心理的援助を行っ
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表5　慢性疾患を有する小児に対する心理的援助についての意見

分　　　類
件　数
潤i％）

内　　　　容

他職種の導入 9（14．5） 保育士や教員，心理職員（臨床心理士，心理療法士など）を配属して欲しい。

家族への心理的援助 7（11．3） 家族とコミュニケーションをとり，ストレスの軽減を図る。

患児と家族（兄弟）との関係がとれるよう援助する。

個別の対応 6（9．7） マニュアルではなく患児の内面を大事にする。

患児の個性や家庭環境を正確に把握する。

球児や家族の思いや考えを十分把握する。

患児の性格を家族に聞く。

心理的援助の充実 6（9．7） 患児の訴える不安や疑問について一緒に考える。

日頃より心理的ケアについて意識しながらかかわる。

不安や恐怖を表出する援助や患児の持つ力を引き出すための知識を身につ
ける。

プリパレーションについての理解を深め，看護に導入する。

心理的援助の難しさ 6（9．7） 業務が忙しく時間がとれない。

考えを言葉にしない患児は理解するのに時間がかかる。

生活の援助の工夫 5（8．1） 安静度に合わせて散歩や遊びを取り入れる。

患児同士の交流の機会を持つ。

病気ばかりを意識せず，学習など入院前のような生活ができるよう援助す
る。

心理的問題 3（4．8） 親の過保護や不登校などの問題を持つ患児について，精神的な発達を考慮
する。

連携 2（3．2） 医療スタッフ全体が連携し，子どもらしさを発揮できる環境を整える。

精神面の援助について医療従事者間で話し合う。

退院後の援助 2（3．2） 退院後も子どもが治療を乗り越えていく力となるよう援助したい。

患児のサイン 2（3．2） 言葉以外のストレスの表現である沈黙やわがまま，泣くなどのサインを見

過ごさない。

その他 14（22．6） 治療に限らず心のケアもサポートできる体制を作り上げていくことは今後

必要になる。

年々心理的ケアの内容は高度になり，重要性も高まっている。

VTRやパンフレットはあるが心理的準備ということでは使用していない。

計 62（100）

ていた。しかし，生活場面での遊びの機会は検

査や治療の場面に比べると意外に少なく，現状

では看護職員だけで入院生活における不安やス

トレスを援助することは困難であると予想され

る。「業務に追われてコミュニケーションが十

分にとれない」，「不登校を併せもつ患児や思春

期の患児に対応できない」，「小児の心理につい

ての専門知識がない」などの意見がみられたが，

保育士や心理職員（臨床心理士），教師などの

他職種を導入8）し，看護職員が不十分であると

感じている点を連携により補うことが望ましい

と思われる9）。

　また，看護職員は，入院中の子どもとその家

族の気持ちを理解して対応するなどの心理的援

助の充実が必要であると感じていた。つまり，

看護職員は，入院中の子どもと生活を共にする

存在として，子どもの不安やストレスに気づい

たり，親や心理職員との間に立って連携を図る

などの役割を担っていると思われる。今後，心

理的な援助におけるそれぞれの役割を分担し，

明確にしていくことにより，適切な援助が円滑

に行われることを期待する。

本論文の要旨は，第48回日本小児保健学会（2001年，
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東京）にて報告した。
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