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はじめに 
この学習編は、これからプレパレーションを始める方の 
ために、３部構成で作成しました。 

　　視聴時間の目安 
　　　 基 礎 編　３５分　  　　実 践 編　２５分 
　　　 実践例1のビデオ ８分     実践例2のビデオ ６分 

病棟の勉強会等で利用していただけばと、存じます。 
なお、プレパレーションするときに、ツールはなくても 
大丈夫なことが多いことを申し添えます。 
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これからプレパレーションを始める方へ 

学 習 編 
　　　  Ⅰ　基礎編 
　　　  Ⅱ　実践編  
　　　  Ⅲ　ケアモデル実践例（２種類のビデオ） 



これからプレパレーションを始める方へ：学習編 
Ⅰ 基礎編  
　　　１．プレパレーション　 
　　　　　　１）プレパレーション とは 
　　　　　　２）プレパレーションの展開と多職種連携 
　　　２ ．子どもの発達  　 
　　　　　　１）３歳以前 
　　　　　　２）３～４歳 
　　　　　　３）５～７歳 
　　　　　　４）８歳以上 
Ⅱ 実践編　 
　　　１．親への関わり 
　　　２．子どもの力を発揮させる関わり 
　　　３．３～４歳の子どもと親へのケアモデル 
Ⅲ  ケアモデル実践例（２種類のビデオ） 



プレパレーションの実践に向けて… 

						

マニュアルがある その時の子どもや周囲の状況にそって 

正しい方法がある 絶対的に正しい方法はない 

特別なケア 普段のケアに組み込まれていくもの 

時間がかかるからできない 限られた時間のなかで実施する 

特定の誰かが行うもの 子どもに関わる多職種の専門職が 
行うもの 

子どものがんばる力が発揮される！！ 



Ⅰ 基礎編   
　　　１．プレパレーション 
　　　　　 １）プレパレーションとは 
　　　　　 ２）プレパレーションの展開と多職種連携 

　　　２ ．子どもの発達  
　　　　　 １）３歳以前　 
　　　　　 ２）３～４歳 
　　　　　 ３）５～７歳 
　　　　　 ４）８歳以上 オーディオ 1.1 Lo-

rem Ipsum dolor 
amet, consectetur



１．プレパレーション　 
　　１）プレパレーションとは 



　プレパレーションの背景をみると・・・ 
欧州の取り組み　～子どもの立場に立つ～ 
　・1956年：リーンドクヴィストが病院訪問を始めて遊びを提供した 
　・1959年：「プラットレポート」   
 　　(病院に入院している子どもの福祉に関する政府への答申) 
 　　により、遊びを権利と位置づける 
　・1982年： 「病院における子どもの看護の勧告」 (WHO)  
　・1984年： 「NAWCHの10か条憲章」  
　　 (病院における子どもの福祉のための全国協議会) 
　・1988年： 「EACH憲章」 (ヨーロッパ病院のこども憲章) 

アメリカでは 
　・1971年： チャイルドライフプログラム  (アメリカ小児科学会) 

オーディオ 1.2 



日本では 
　どのような取り組みがされたのでしょうか 

  ・1930年代： 入院により子どもの心理的混乱が起こることの紹介 

  ・1994年　：「子どもの権利条約」を批准した 

  ・1999年　：「小児看護領域の看護業務基準」 (日本看護協会) 

オーディオ 1.3 Lo-

rem Ipsum dolor 
amet, consectetur



プレパレーションにおける子どもの権利とは 

 ・子どもは、一人の人格として尊重され、健全に成長 
　 発達する権利がある (日本国憲法や子どもの権利条約)   

 ・医療における子どもの権利とは 
　　  子どもは、尊厳をもってケアされる権利 
　　  子どもは、親に付き添ってもらえる権利 
　　  子どもは、主体的な意思を尊重される権利 

オーディオ 1.4 Lo-

rem Ipsum dolor 
amet, consectetur



プレパレーションにおける子どもの権利とは 

 「これから起こることについて話してもらう権利」 
 「なぜ、何を、どのようにするかを尋ねる権利」 
 「わかるように応えてもらう権利」 
 「不安なときに一人にされない権利」   
 「大切な人がそばにいてもらえる権利」 
 「終わった後、遊んだり、頑張った評価を得る権利」 

オーディオ 1.5 Lo-

rem Ipsum dolor 
amet, consectetur



プレパレーションとはどんなケアでしょうか 

プレパレーションとは、医療を受けるとき子どもにこれから起こる 
ことや、何故それをするのかを子どもがわかる方法で話し、子ども 
がさまざまな不安や恐怖感を感じないようにしたり、緩和したりす 
ることによって子どもの潜在的にもっている対処能力を引き出し、  
子どもが頑張ったと実感できるようにかかわり子どもの自己肯定感 
を高め、健全な心の発達を支援することである。 

オーディオ 1.6 Lo-

rem Ipsum dolor 
amet, consectetur



　　  プレパレーションの目的 
①子どもに正しい知識を提供すること 

②子どもに情緒表現の機会を与えること 

③心理的準備を通して医療者との信頼関係を築くこと 

オーディオ 1.7 Lo-

rem Ipsum dolor 
amet, consectetur



１．プレパレーション　 

　　１）プレパレーションとは 
　　２）プレパレーションの展開と多職種連携

オーディオ 1.8 Lo-

rem Ipsum dolor 
amet, consectetur



プレパレーションの展開 

・ケア環境の工夫 

・使用する道具は、あくまでもプレバレーション過程を補うもので、 
　なによりも不可欠なのは、ケアする「人」である。 
　その人の情緒的サポートなしに、情報を提供しているだけでは、 
　子どもに逆効果であり、新たな誤解、恐怖をもたらすことになる。 

オーディオ 1.9 Lo-

rem Ipsum dolor 
amet, consectetur



基本的ガイドライン（Thompson,R.H. & Stanford,G.） 
　①子どもと両親の双方がプレパレーション過程に加わるべきである。 

　②情報は子どもの認知能力に合わせて提供されるべきである。 

　③子どもが経験すると思われる感覚に力点がおかれるべきである。 

　④子どもと両親はプレパレーション過程全体を通じて自分の情動を 
　　表出するように励まされるべきである。 

　⑤この過程は、プレパレーションを行う人と家族との信頼関係の 
　　発展をもたらすべきである。 

　⑥子どもと両親は入院中に、緊張の強いあらゆる時点で、そうした 
　　信頼をおいている人から支援を受けるべきである。 
�

オーディオ 1.10 

Lorem Ipsum dolor 
amet, consectetur



第１段階 ： 子どもや子どもを取り巻く状況のアセスメント 

　子ども 
　　・年齢（歴年齢、発達年齢）　　・処置に対する理解（認知能力） 
　　・過去の体験の有無 　　　　　   ・過去の状況 
　　・活動性や活動意欲　　　　　　 ・親との関係　　　　　　　　　　　　 
　　・コミュニケーションの取り方　 ・興味ある遊びや好きなキャラクター 

　親 
　　・親の理解の程度　　　　          ・処置に対する親の気持ち 
　　・親の子どもへの説明の程度　    ・子ども理解の程度をどうみている 
　　・子どもの反応に対する親の予測　など��������������������������������
����

プレパレーションの段階 を説明すると 

オーディオ 1.11 

Lorem Ipsum dolor 
amet, consectetur



第２段階 ： 子どもと仲良くなること、プレパレーションの計画 

　　　・子どもと仲良くなること 

　　　・プレパレーションの計画 
　　　　　　親への説明 
　　　　　　いつ、どこで、どのようにプレパレーションするか 
����

プレパレーションの段階 を説明すると 

オーディオ 1.12 

Lorem Ipsum dolor 
amet, consectetur



プレパレーションの段階 を説明すると 

第３段階 ： プレパレーション、真実に基づく説明 
　子ども 
　      ・簡単でわかりやすい言葉、できるだけ具体的に伝える 
         ・家庭でのなじみある遊びを取り入れたり、視聴覚教材を使う 
 　　  ・実際に医療器具に触れさせる 
  　　 ・不安の緩和や励まし　　　　　　 
　　   ・処置中はどうすればいいか　　　　　　　 
 　　  ・子どもが感じる感覚を重視する、例えば「冷たい」「押さえる」等を伝える 
  　　 ・選択できる範囲で選択させる 
　　親 
          ・子どもへの説明、情報の提供 
          ・付き添うかどうかを確認 し、親にして欲しい役割を説明する 
          ・付き添わない場合は、待っている場所、予定実施時間を伝える　等　 

オーディオ 1.13 

Lorem Ipsum dolor 
amet, consectetur



第４段階 ： ディストラクション  
　　　　　（処置中の気を紛らわせるような遊びの介入） 

　時には、処置に集中できるような介入　 

　　・ 進行状況を説明したり、声かけする　・ 頑張りを褒める 
　　・ 気持ちに共感する　　　　　　　　　・ 質問に応える 
　　・ 要望に応える　　　　　　　　　　　・ 気をそらすための遊びを行う 
　　・ 処置を無理やりしない  
　　・ すべてが終わった時点で、終了したことを伝える　等　				
																					 	

プレパレーションの段階 を説明すると 

オーディオ 1.14 

Lorem Ipsum dolor 
amet, consectetur



第５段階 ： プレパレーションの適切性の評価、処置後の遊び 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （post procedure play） 
          子ども 
　　　　　・頑張りを褒める　　　　　　　・親へ頑張りを伝える 
　　　　　  ・親による抱きしめや賞賛を行う   ・処置の遊びを行う　　　 

           親 
    　　　　 ・親へ子どもの頑張りを褒めるように伝える 
     　　　　・親に感謝 
     　　　　・処置中の様子を親に伝える　　　　 	

プレパレーションの段階 を説明すると 

オーディオ 1.15 

Lorem Ipsum dolor 
amet, consectetur



　　　　　　プレパレーションの実施に向けて 

　＊プレパレーションは、いつしますか 

　＊プレパレーションは、 どこでしますか 
　　　　～すべきというやり方、決まったやり方はない！ 

　＊プレパレーションは、どんなときにするか 

　　　病院では、子どもや親は医療に関わることや家庭とは違う生活 
　　　を送るなかで、様々な経験をすることになるので、その経験を 
　　　しようとしているときにはいつでも、プレパレーションは行われる。 
�オーディオ 1.16 

Lorem Ipsum dolor 
amet, consectetur



多 職 種 と の 協 働 
・ さまざまな職種が連携し、子どもの最善の医療を提供できるよう協働 
　 していくことは、プレパレーションにおいても同じである。 

　チーム医療の本質  
　　１．メンバーの合意のもとで、チームとしての共通目標、活動方針、計画を  
　　　　決定し、それらをメンバー皆が共有すること 

　　 ２．他職種間の調整機能を有すること、調整の際のフォーカスは患者にとっ 
　　　　てのメ リットに当てられること 
　　 ３．メンバーがチームの一員としての自覚と専門領域に関する責任をもって、 
　　　　主体的・直接的に参画する意欲をもつこと 

　　 ４．協働を実践すること、チームメンバー間でのコミュニケーションが 

　　　　 最も大切な要素となる�



多 職 種 と の 協 働 

プレパレーションは誰が行うのか？ 

　　子どもに関わる可能性のあるすべての人が、 子どもの恐怖感や不安、 
　　ストレス等を軽減し、その子どもの主体性を引き出し、医療処置に 
　　取り組めるようにするために、お互いの専門性を理解・尊重し、 
　　自分の役割を明確にしながら協働していく。               

オーディオ 1.17 

Lorem Ipsum dolor 
amet, consectetur



終了後の子どもの反応をどう捉えたらいいでしょうか 
　 
＊プレパレーションは、医療者がスムーズに医療を進めるために 
　実施するのではない。 
 
　　・「泣く」「暴れる」などの訴えだけに関心を向けない。 
　 
　　・子どもが、医療に向かい、その子どもの力が発揮できたか、　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　がんばったと実感できたか、自己肯定感を高められたか、 
　　　の視点から捉える。 
　 
　　・直後の反応だけではなく、その後の反応について長期的に 
　　　みていく。 
　　　例えば、次回に医療を受けた時の反応の違いなど 
�

���



２ ．子どもの発達  　 
　　　１）３歳以前 
　　　２）３～４歳 
　　　３）５～７歳 
　　　４）８歳以上 

オーディオ 1.18 

Lorem Ipsum dolor 
amet, consectetur



１）３歳以前の子どもの発達 
 
　 全身運動：・2歳頃には転ぶことなく、上手に歩くことができる。 
　 手指操作：・ビンのふたをあけたり、しめたり、まわすことを好む。 
　 認知能力：・2語～多語文が使える。 
　　　　　　　　 ・「これな～に」と聞いて確認を求めてくる。 
　　　　　　　　 ・自己主張が強くなる。自我のめばえの時期である。 

 
　　＊その「子らしさ」が目立ち始めるのが2歳頃であり、 
　　　個人差が生まれる時期である。 
�������������!

オーディオ 1.19 

Lorem Ipsum dolor 
amet, consectetur



　　　　　プレパレーションにあたって 

＊2歳頃になるとプレパレーションができる子ども、まだ難しい 
　子どもが混在する。 

 　　・子どもの様子、親からの情報を通してプレパレーションが 
　　 　可能かをアセスメントすることが大事である。　 

 　　・母子分離不安がまだ大きな時期であり、重要他者である 
　　　 親への対応がポイントになる。 

 　　・親が子どものサポートになれるようにする。 

オーディオ 1.20 

Lorem Ipsum dolor 
amet, consectetur



２）３～４歳の子どもの発達 
 
　 全身運動：・歩く、走る等の基本的な全身運動を身につける。 

　 手指操作：・ボタンをはめたり、箸を正しく使えるようになる。 
　　　　　　　　・はさみで直線から円を切ることができる。 

　 認知能力：・不十分ながらも言葉の獲得が育っている。 
　　　　　　　　・五感を通して経験から物事をとらえ、意味づけて解釈する。 
　　　　　　　　・具体的な思考、目の前にあるものから離れて考えられない。 
　　　　　　　　・自分の立場からものを考える傾向で自己中心的思考である。 
　　　　　　　　・自己表現し、自我を強く主張するが、少しずつ、大人の 
　　　　　　　　　言葉で、その規制にも対応して行動する努力をする。 
　　　　　　　　・生活に根付いた経験をもとに、調整能力が発達する。 
　　　　　　　　・子どもは自分を取り巻く大人や仲間を強く意識する。　�!

オーディオ 1.21 

Lorem Ipsum dolor 
amet, consectetur



　　　　 プレパレーションにあたって 

３歳以降の子ども　　 
　・力を発揮できるように親を付き添ってもらい、子どもの代弁をしてもらう。 

   ・生活経験に基づいて、ゆっくりと事実と現実を具体的に、子どもに見える 
　　ような形によって実施していく。 

オーディオ 1.22 

Lorem Ipsum dolor 
amet, consectetur



３）５～７歳の子どもの発達 
 
　全体的発達：身の回りのこと、日常生活習慣が確立してくるようになる。 

　認知能力：・自分の思っていることがだいたい表現できるようになる。 
　　　　　　　   ・自分をおさえる能力が増し、泣きたい気持ちを我慢すること 
　　　　　　　      がだんだんできるようになる。 
　　　　　　　　・ルールがわかり、そのルールを守ろうとする。 

　病気に対する認識： 
　　　　　　　・病気について次第に関心をもつ。 
　　　　　　　   ・正しい理解は難しく、歪んだ考えを持つことがある。 オーディオ 1.23 

Lorem Ipsum dolor 
amet, consectetur



　　　　　 プレパレーションにあたって 

　・状況の理解が目の前のものに左右されることを考慮する。 

　・子どもが主体的に取り組めるように、処置の一連の流れを伝える。 

　・処置中は、進行に合わせて順々に説明や声かけする。 

　・子どもに、リラックスできるところと頑張るところを示す。　 

　・実際に処置に使用するものに触れたりしながら、具体的な説明を 
　　していく。 

　・子どもが頑張ってできたことを褒める。 

� オーディオ 1.24 

Lorem Ipsum dolor 
amet, consectetur



４）８歳以上の子どもの発達 

　学童期では 
　　・現実の事柄に対して具体的に理解し、わかる範囲で論理的に考え 
　　　られる。 
　　・9～10歳以降になると、さらに現象の背後にある普遍性や法則を 
　　　つかみつつある。 

 　思春期では 
　    ・目の前にない事柄に対して、抽象的、論理的思考ができる。 
　　    抽象的な事態に対して、前提命題から論理的と認められる範囲内で　 
　　    結論を求めようとする。認知発達は大人 に近づいている｡  
       ・現在経験していることだけでなく、過去・将来についても心配し悩む。 
　　    感情は絶えず揺れ動いている。　 
������オーディオ 1.25 

Lorem Ipsum dolor 
amet, consectetur



　　　　 プレパレーションにあたって 

学童期では 
　・子どもの現実の生活経験、具体的なことやモノを媒介にしながら 
　　話をする。 

 思春期では 
　・一見、大人に見えても、本当は自分を受け止めてくれ、自分に 
　　共感を示してくれる重要な他者にしか、心の扉は開けないことを 
　　念頭に置いておく。　　��

オーディオ 1.26 

Lorem Ipsum dolor 
amet, consectetur




