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要旨 

 近年、医療技術が進歩により、家族への心理的なサポートが必要となってきている。本研究では、家族を

支える心理的なサポートに着目して心理スタッフと看護師それぞれの立場から、連携していく上で大切なこ

とを明らかにし、連携することによる効果を検討する。心理スタッフが常勤しているNICUで働く看護師1名と

NICUで常勤で働く臨床心理士1名にインタビューした結果、心理的なサポートをするために、【環境を整える】、

【良い関係性の構築】、【協力して業務を行う】といった＜連携する上で大切なこと＞と【質の高いケアの提

供】、【家族に一番近い存在となる】といった＜連携することでの効果＞の2つのことが明らかとなった。 

これらから、連携により看護師のみでは対応できない場面において、対象者により適した看護実践を提供が

可能になることや、医療の専門知識を持たない心理スタッフの存在は大きな支えになると考えられる。 
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1 背景 

 近年、医療技術が進歩したことで、救える命が増

え、疾患を持って生まれてくることで、母親にとっ

て子どもとの出会いが悲しいものになってしまって

いる。その様な中、家族は医療者に対して心理的な

サポートを求めている。（草野 2017：藤澤他 2016）。

心理的なサポートを行うためには、心理スタッフの

雇用が求められ、役割として、医療スタッフと独立

しつつ連携を行なっていくことが求められている

(山田他 2006)。「NICUでは臨床⼼理⼠等の臨床

⼼理技術者を配置すること」（厚⽣労働省「周産期

医療の体制機構に係る指針」[令和2年４⽉13⽇]）

と述べているが、臨床心理士臨床心理士の確保の義

務化、日数、時間、勤務形態の明確な記述はない。 

 今後さらに医療が高度化することでNICUでの心理

的なサポートの需要は高まると考えられる。その際

には、看護師と医師だけではなく、臨床心理士やPT

などの多職種の連携がより求められてくる。そのた

め、本研究では、家族を支える心理的なサポートに

着目して心理スタッフと看護師それぞれの立場から、

お互いが連携していく上で大切なことを明らかにし、

連携することによる効果を検討する。 

 

2 方法 

2.1対象 

 心理スタッフが常勤しているNICUで働く看護師1

名とNICUで常勤で働く臨床心理士1名 

2.2データ収集方法・面接方法 

 データの収集は2020年10月にzoomを用いたオンラ

イン上で行った。事前にインタビューガイドを作成

し、半構成面接法を実施した。インタビューガイド

の内容に限定せずにNICUにおける心理的なケアにつ

いてできるだけ多くのことを聞けるように努めた。

インタビュー内容は同意を得て録画した。 

2.3分析方法 

 面接内容から逐語録を作成した。逐語録を読み込

み、理解を深め、重要な言葉を抽出し、コード化し

た。類似した意味のものをサブカテゴリーとし、サ



ブカテゴリーが類似したものをカテゴリーとした。 

2.4倫理的配慮 

 研究対象者に、研究の目的、研究方法、研究への

参加協力の自由意思と拒否権、参加することでいか

なる不利益を受けないこと、名前や所属などの情報

が外部に出ないようにプライバシー及び個人情報の

取り扱いに注意すること、研究結果の公表方法につ

いて事前に説明し、同意の意思を確認した。Zoomで

の録画は理由を説明し承諾を得た上で実施した。得

られたデータは研究者が厳重に保管し、研究終了後

には速やかに破棄することを説明した。 

 

３ 結果 

＜連携する上で大切なこと＞ 

 

＜連携することでの効果＞ 

 

表のように、心理的なサポートをするために＜連携

する上で大切なこと＞と＜連携することでの効果＞

の2つのことが明らかとなった。 

心理的なサポート、スピリチュアルな悩みを抱えている方は、どういうサポートがいいかと週

一回話しあっています

病態とか治療の方向性よりは、そのサポートに関して主に話をする場

お互いのスタンスを気軽に話し合える

必要としてくださって

気づいたら上の人が「必要だ」と思って、つれてきてくれたという感じ

尊敬しあい

尊敬して理解しようとすることができる

うまくいく場合も、うまくいかない場合も「コミュニケーション」は大きいのかなと思います

いっしょに考える

「違う視点のスタンスを大事にしているかな」と思います

違和感があった時はお伝えするようにしています

親御さんと赤ちゃんとのやりとりを支えているのは看護師さんだから、そこは看護師さんの方

が上手だからそこをうまくできるように心理士さんがサポートしてくださるという助言の仕

方、かかわり方をしてくれて私たちの仕事の役割を理解してくれながら、心理士の仕事をして

くださるという感じの役割分担、互いの理解のし合いがある

お母さんの不安が、どこにあるかということに関して育児、ケアとなった時、それを具体的に

お母さんに伝えられる、アドバイスをできるのは看護師さんなので

互いの強み、役割を理解し合えている

病状に関してのお母さんからの言葉は専門家としてのドクターにつなぎますし、退院が近づい

てくると具体的な育児のことや生活のことになってくるので、そのあたりは看護師さんにつな

いだりして、あと在宅医療で帰られるお子さんに関することはソーシャルワーカーにつなぎ

先生が説明すべき部分と心理士が、お母さん、お父さんが知りたい中から心理からお伝えする

部分は、全然、違うものだと思うんですね。

お母さんのお話を聞いて「これは多くのお母さんがたどる精神的落ち込み以上のものだ」と感

じた時、それを先生や看護師さんにつなげてお互いに「そうだよね」と共通認識をもって精神

科につなげたり

共通言語をもっているようで、もっていない部分もあって「スピードがちょっと違うかな」

NICUは急性期の場なので「この時期が落ち着いたら後は退院だね」と喜びモードになってい
きますが、お母さんは退院が近づけば、また違う不安が出てきたりするので退院が近づいてい

てもなかなか整理できてなくて止まっている部分もある。

互いを理解す

る

それぞれの専

門職につなげ

る

スピードの違

いを理解する

協力して

業務を行

う

カンファレン

スの設定

心理士の配置

をする

尊敬し合う
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性の構築

心理の専門の方に相談できるのは心強くて

「どうかかわらせてもらうといいか」というアドバイスもいただいている

ご家族とかかわりながらやっていく時、心理士さんのアドバイスを

そこは深く掘るとお母さんがまた、しんどくなったりするかもしれない時、アドバイスを

もらえることはよかったなと思います

アドバイスをもらったことで上手な距離のとり方ができたり、私たちも心理の専門ではな

い（看護師）

NICUのみなさんに声をかけさせてもらっている

他の親御さんも回っていることを見てもらってからいくようにして。長時間ではなく、短

時間だけ挨拶をして、お子さんに挨拶して

「心理」と聞くと構えちゃう方がいらっしゃいますし、くる人みんなに声をかけていると

ころが、お母さんやお父さんの抵抗を下げる。

「心理士さんに相談しましょう」となると敷居が上がる

親御さんが必要とされている時

お気持ちを話されるのを伺っていくということかなと思います

お母さんたち、落ち込む時間も必要だと思う

細かく病態は、そんなに。

「親御さん」対「医療者」になると、よくない

知りすぎてもいけないし、知らなさ過ぎてもいけないかな

「知らない部分」ではご家族と一番近い位置にいるし、「何もできない」という意味で

も、ご家族と近い位置にいるのかなと思っていて

普段からいてくださって、お子さんが退院した後も発達外来でお会いするということで自

己紹介してくださっている感じです。

正解はないと思うので、悩む時間も必要で悩む時は悩まれたり、迷われたりする時間はあ

るかなと思います。

お母さんの気持ちや心は、そう簡単にベクトルが前向きに進んでいくわけではなくて、い

ろんな方向に気持ちが揺れるし、進んだと思うと戻って、という違うスピードがありま

す。それは繰り返されていく。
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4 考察 

＜連携する上で大切なこと＞ 

① 【環境を整える】 

 久保他(2019)の報告から、多職種連携に関して、

「情報を精査し情報提供を強化する必要がある」と

され、その中で、「より簡単に細かく連携や相談がで

きる体制づくり」や、「スタッフ間の情報共有の機会

をシステムとして増やす」ことが重要であるとされ

ていた。これらは本研究の結果と同様であるといえ

る。連携するにあたり、多忙な業務の中でも、スタ

ッフ同士が情報共有を行い、相談していくことが求

められる。その際には、カンファレンスや体制づく

りといった環境を整えることが必要だと考えられる。 

② 【良い関係性の構築】 

 渡辺(2014)によると、医療者間のコミュニケーシ

ョンにおいて、「相手の考えを理解しようと傾聴し、

なぜそのような発言をしたのかについて考えること

が必要です。医療者間カンファレンスにおいても、

それぞれの立場や専門性を認め合いながら、患者家

族ともに最善の方法を考えるチームとして、チーム

メンバーの力を最大限に生かすことが大切だと思い

ます」とある。このような認め合う姿勢や相手の考

えを理解しようと傾聴し、なぜそのような発言をし

たのかについて考えることは、本研究でも同様の結

果となった。［尊敬し合う］ことや［コミュニケーシ

ョンを十分に取る］ことで、連携していくことが大

切だと言える。お互いを尊敬しながらコミュニケー

ションをとることは大切だと考えられる。 

③ 【協力して業務を行う】 

 山田他(2006)によると「心理スタッフが現在担っ

ている役割について、医師と心理士の認識に差がみ

られる項目がいくつかあった。心理スタッフの役割

について、心理スタッフの役割には周囲から見えに

くい役割がある」とある。このような状況下におい

て協力していくことは難しいと考えられる。しかし、

原(2019)によると「長期入院をしている子どもと関

わる中で看護師には、気づきや疑問を他の看護師や

医師、理学療法士なども巻き込んで共有し、長期入

院している子どもに適した看護実践を行うことがで

きていた」とある。相手の役割について認識し、協

力することは簡単にできることではないが、協力す

ることで連携することでの効果が生じる。これは本

研究でも明らかとなった。［互いを理解］したうえで、

それぞれのスピードの違いを理解することで相手が

行なっているケアを理解し、［それぞれの専門職につ

なげ］ながら【協力して業務を行う】ことが重要で

あると言える。 

＜連携することでの効果＞ 

① 【質の高いケアの提供】 

 原(2019)によると、「NICUの看護実践において、こ

れまでの病棟の規則では対応できない場面に遭遇す

ることもある。そんな中、看護師は周囲のスタッフ

と議論を交わして実践へと繋げていた。」また、「周

囲を巻き込んで調整し、これまでの病棟の規則を覆

して援助に繋げている」とあった。ケアを提供して

いく中で、看護師だけでは対応できないこともある

ため、他の職種と連携していくことが必要であり、

連携によって、看護師は適した看護実践を行うこと

ができていた。このことは、本研究でも同様である。

看護師と心理スタッフはそれぞれ専門分野が異なる。

それぞれの専門性を活かし、他の職種と情報を共有

することで、［専門的なアドバイスを受けられる］こ

とや、議論することで【質の高いケアの提供】につ

ながっていた。他の職種を巻き込むことにより、そ

れぞれが専門性を活かし、議論することで、看護師

のみでは対応できない場面において、対象者により

適した看護実践を提供することができると考えられ

る。 

② 【家族に一番近い存在となる】 

 山田他(2006)によると、「スタッフは有能で自分は



無力に思え、医療スタッフにはマイナスの思いをぶ

つけにくい」、「(心理スタッフは)医療スタッフと連

携しつつ、独立した立場であり、さりげなく側に寄

り添いながら話をただ聞き、ネガティブな思いを受

け止めてほしい」とあった。また、「医療スタッフと

は独立しつつ連携しながら、活動を行っていくこと、

親だけではなく他の家族も含めた包括的なケアをし

ていくことが求められていた」とあった。これらは

本研究の結果と同様であった。これらから、NICUで

家族と関わるスタッフは、医療の専門家だけではな

く、医療の専門知識を持たない家族と同じ目線に立

てるような、心理スタッフの存在が求められている

と考えられる。 

 

5 結論 

 看護師と心理スタッフが連携していく中で、心理

スタッフを配置するだけではなく、定期的なカンフ

ァレンスの設定といった環境を整えることや、よい

関係性の構築、協力して業務を進められるようにし

ていくことが大切だということが明らかになった。

連携していくことで、看護師のみでは対応できない

場面において、対象者により適した看護実践を提供

が可能になることや、医療の専門知識を持たない心

理スタッフの存在は大きな支えになると考えられる。 

 本研究は、心理スタッフが常勤しているNICUで働

く看護師1名とNICUで常勤で働く臨床心理士1名の2

名だけにしかインタビューを行えていないというこ

とが限界と言える。今後、より多くのNICUで働く方

に人から話を聞くことで、連携するうえで大切なこ

ととその効果をあきらかにしていきたい。 
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