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ニュージーランドの小児病院での医療保育士とボランティア活動の実態調査  

                                         山岡テイ 立正大学  

はじめに 

 ニュージーランドは北島と南島の２つの島から成り立ち、国土面積は日本のおよそ 7 割強、2018 年

度の国勢調査によると、人口は 488 万人と日本の 3.8％である。居住者の人種構成は、欧州 70.2％、

マオリ 16.5％、アジア 15.1％、太平洋島嶼国 8.1％、注初回調査の 2014 年以降も年々マオリや太

平洋島嶼国、アジア系移民の子どもが増加の一途を辿っている。そのため医療の現場では多文化

な家族を考慮したさまざまな支援が展開されている（注：多民族の人口統計は登録上、合計 100％を超える）。 

ニュージーランドでは、子どもが公立病院で必要な治療や入院医療費は基本的に無償である。 

親は子どもが病気やケガをしたときは、家の近くの一般開業医 (GP)や専門医のクリニックへ連れてい

くが、手術や難病時には設備の整った大きな病院に紹介される。今回の調査では、小児病院の中

で働く Hospital Play Specialist(医療保育士、以下 HPS と略す)とボランティアの活動実態を面接調

査で明らかにするために、彼らの活動拠点となる代表的な小児病院を４か所選んで訪ねた。 

これらの公立小児病院では、HPS もボランティアもニュージーランド保健省の DHB：District Health 

Boad（地域保健局）の管轄の下で、互いに連携をとりあって患児と家族をサポートしていた。 

 本稿では、訪問した各小児病院別に、HTS とさまざまなボランティア活動の特徴を報告する。 

 

Ⅰ．Kidz First 小児病院  

ニュージーランド最大の都市であるオークランドには総人口の３分の１が住み、商業の

中心地である。その南部に位置するマナカウのキッズ・ファースト小児病院は、82 ベッド

数で救急医療や各種の診療科を揃えた治療・予防教育の地域密着型の総合病院である。 

この小児病院は広大な敷地にあるミドルモア病院の一区画に位置している(写真 1)。 

 筆者が最初の訪問地であるこの小児病院の駐車場に車を止めると、そこには、赤い鼻をつ

けた道化師（Red nose crown）とピンクの羽の妖精が隣に車を止めて舞い降りてきた。 

偶然とはいえ幸先の良い出会いで、これから訪問しようとしていたプレールームへと彼

女達が直接に案内してくれることとなった。 

https://www.healthpoint.co.nz/kidz-first-childrens-hospital/ 

                      

   

[１．Manukau にある Kidz First 小児病院の外観 ]       [2．クラウンと妖精が入院中の子どもと遊ぶプレールーム] 

https://www.healthpoint.co.nz/kidz-first-childrens-hospital/
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１． HPS の役割と他との連携  

 プレールームに隣接するオフイスで HPS のチーム・リーダーであるロビン・マリアさんからお話しを伺

った。彼女の説明によると、訪問時には 0～14 歳まで 75 人の入院患児がおり、HPS は全員で 13 人

が勤務しているが、月～金の 5 日間シフトや４日間の人もいるようだ。彼女達が担当する病棟では入

院患者のおよそ半数を 6 人の HPS で受け持っていた。 

ニュージーランドの幼稚園や保育所、養護施設同様に、このプレールームの壁にもスタッフの顔

写真と資格を紹介するポスターが掲げられていた。HTS の資格については後述するが、彼女達の経

歴や背景としては、幼児教育や特別支援教育の教員資格や学位を持っており、保育や教育の現場

での経験者が多い。HPS や CLS*資格をもつロビンさんも以前には長く園の先生をしていたそうだ。 

常勤のスタッフは、朝７時半から４時過ぎまでが勤務時間である。朝に来て、最初にする仕事は、

自分が担当する病棟ごとに、一人ひとりの患児の状況を把握して、今日はどのような医療処置があ

るのか、それに合わせて、どのような遊びや支援が必要かをチェックすることから始まる。  

９時にプレールームが開始するので、その前に病室からおもちゃを回収して、子どもの状況に合わ

せて個別に必要な作業を病室へ行って行うが、家族や看護師ともよく連絡や報告をし合うことにして

いるとか。プレールームは患児とその家族にはオープンなので、自由に子どもや親子が出入りして本

を読み、大きな乗り物やおもちゃ、ゲームなどで長い時間遊びを続けていた。部屋のドアを開けると

遊び場所は屋外にも続いていた。(*CLS：Child Life Specialist の略で米国系。HPS は英国系) 

また、前述した「赤鼻のケアクラウンと妖精」は週に一度、１時間半のパフォーマンスを行うボランテ

ィアであるが、年少児は親と一緒に楽しみに待っているようだ(写真 2)。 

プレールームは付添をしている母親にとっては、同じような境遇にいるママ友との出会いの場でも

ある。他の親子と待ち合わせたり、ここでの出会いを待っていたりする親も多いようだ。 

 

    

[3.4.5. 患児の生活環境をいかした人形やおもちゃの数々] [6.チーム・リーダーのロビンと患児別の手作り成長記録帳 ] 

 

おもちゃの種類は、子ども達が生活する病院という環境を活かした内容で、本物を真似た検査機

器や頭や足に包帯を巻いた人形。子ども達は、多文化な肌や髪の毛色が異なる人形の中に自分を

重ねて選べるように揃えられている(写真 3-5)。 

幼児教育カリキュラム（テ・ファリキ）による「ラーニング・ストーリーズ」を、HTS が患児の１人ひとりに、
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入院当初からプロフィール・ブックを作成している(写真６)。写真や子どもが描いた作品を個別に記

録している。とくに長期入院している子どもや入退院を繰り返している子どもと家族にとっては、貴重

な成長の軌跡である。何冊にもなるファイルを「子ども自身が何度でも見るのが大好きなの」とロビン

さんは嬉しそうに言っていた。HPS のスタッフが忙しい時間を割いて作った丁寧な記録帳は、どの「ラ

ーニング・ストーリーズ」も真心がこもった力作で親や祖父母も心から感謝していた。 

ロビンさんは、「子どもは日々変化するので、毎日それを確かめて、どのようなサポートをすると良い

のかを編み出していきたい。また、家族や背景となる異なった文化、年齢や発達の違いをよく考慮し

て、その１人ひとりの子ども自身がどのようなことを今望んでいるのかをしっかりと受け止めていきたい。

この仕事を通して、子ども達の成長や喜びを身近に感じられることが何より幸せです」と語っていた。 

 

     

[7. 小学生以上のプレールーム。マオリ語の“歓迎”も併記 ]     [8.9. ２部屋続きでプレールームの奥は学習室 ] 

     

[10. 個室のベビー用ベッド]         [11. 付添ベッドで母親と遊ぶ]      [12. トイレと洗面所は標準装備 ] 

 

２． 多文化な家族が居住する地域性  

キッズ・ファースト小児病院がある地域コミュニティには 30 種類以上の民族が居住しているそうだ。

患者と家族の中での人種構成比率は、マオリと太平洋島しょ国が３割ずつで、アジア系とヨーロッパ

出身者が各２割ずつである。この病院の通りを隔てた所には難民収容センターがあり、そこから患者

も訪れていた。病棟や待合室を歩いていると、人種や宗教の違いが明らかに異なっている家族を大

勢見かけた。まさに多文化な家族が利用している病院であった。そのため、患者や家族からの通訳

ボランティアの依頼や民族文化に関する治療希望などを積極的に聴く態勢を病院側は整えていた。 
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どの病院でもホームページに院内ガイドが載っているが、ここでは、『キッズ ファースト小児病院 

親と介護者のための情報ブックレット』と題する A4 で５頁の病院での生活お助け小冊子があった。 

 アルファベット順に、事細かに患児の家族としての心がけから子どもの入院生活を支えるために役

に立つさまざまな情報が満載されていた。 

https://cmdhbhome.cwp.govt.nz/assets/Our-services/attachments/f4fe790b1a/Kidz-First-

Information-Booklet-for-Children.pdf  ＊コロナ禍で以下の URL が最新版の情報である。 

https://countiesmanukau.health.nz/covid-19/visiting-restrictions/ 

   

[13.処置室の壁とミラー面に描かれている絵 ]   [14.15．バスルームや天井・ロッカーにも海や鳥の絵やオブジェ]  

 

３．小中学生用の教育プログラム 

この施設を見学していて印象的であったことの一つは、子どもの処置室に描かれていた数々の絵

やオブジェであった。いかにもニュージーランドらしい表現タッチの作風で、どの部屋からも室内に居

ながらにして、病院の近くの海岸を眺めているような気分になれた。  

小児病院の処置室はどこでも子どもが親しみを持てるような飾り付けで創意工夫がなされていたが、

赤ちゃんから中学生までの年齢範囲の子どもが対象となるこの病院のセンスの良さを感じた。 

つぎに、HPS やプレールームの行事プログラムについて説明すると、構成された遊びや学習は院

外の園や学校と同じように季節暦に準じて行われる。同じ年齢グループで教師が行う場合もあれば、

病室へ個別に行って教えることもある。 

その他、一人ひとりの誕生日のお祝いを院内でもすることやプレールームから貸し出す本の中に

は、とくに自宅にいる兄弟に勧める本もある。それは患児の生活が絵本になったものを見せて、他の

兄弟姉妹にも身近に感じて理解してもらうなど、家族の協力体制への細かな配慮である。 

患児の遊びや学習が目ざす方向は、置かれている状況や個々人の体調に合わせて、心身や知

的発達を促すようなものであっても、プレールームでは治療はしない領域であるし、飲食もできない。

兄弟が来て一緒に遊ぶときは、HPS の許可を得てから遊びに加わることができる。 

プレールームの時間は、月曜から金曜までの 9：00～16：30 であるが、基本的に８歳以下の子ども

達は 15 時までで、その後は年齢が上の子ども達が中心となる。 

11～15 歳のティーンエイジャー達は、プレールームとは別の「Teen Room」と書かれた部屋に集ま

っていたが、ここはコンピュータゲーム室であった。年齢的に人間関係がむすかしい時期なので、ドア

には「Space Room Code」と基本的な約束事が書かれていた。たとえば、責任をもって設備を使うよう

にとか、この部屋で何か気になることが起きたら看護師にすぐに知らせるようになど、共同で使う他の

https://cmdhbhome.cwp.govt.nz/assets/Our-services/attachments/f4fe790b1a/Kidz-First-Information-Booklet-for-Children.pdf
https://cmdhbhome.cwp.govt.nz/assets/Our-services/attachments/f4fe790b1a/Kidz-First-Information-Booklet-for-Children.pdf
https://countiesmanukau.health.nz/covid-19/visiting-restrictions/
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子を尊重するようになどの諸注意事項であった。 

その後 2016 年と 2020 年にも、キッズ・ファースト小児病院を調査で再び訪れた。その折には、

Teen Room は、個別の部屋ではなくて、オープンスペースになっていた。 

また、HPS の中には教員免許保持者も多いが、小学生や中学生で長期入院をする子どもは、家

族が申請して病院内で授業が受けられる。社会福祉士と学校が連携して教員が派遣される。小中

学生には、ネットやファックスを使った授業や料理、芸術、数学、読書、言語などの個人授業も可能

となっていた。 

キッズ・ファースト小児病院では、患児の毎日の生活環境と HPS の関わりについて概説した。 

 

   

[16.救急外来用のプレールーム] [17.海岸が近いので水の安全教育のポスター] [18.医師は常に白衣を着用しない] 

 

Ⅱ．Starship 小児病院でのボランティア活動  

 ニュージーランドで最大規模の総合病院であり、1846 年に設立された歴史あるオークランド市立病

院とオークランド大学医学部に隣接して、スターシップ（宇宙船）小児病院は建っている。   

建物自体は、独立しているものの親子関係にあるスターシップ小児病院の受付は、オークランド市

立病院で行い、ボランティアの事務所も市立病院内にあった。 

スターシップ小児病院は名前が示すように大きな宇宙船のような建物で、病院というよりは何かの

記念館や要塞のようなユニークなデザインの外観である(写真 19)。 

病院の中に入ってみると、さらに驚いたことには、そこはアミューズメント・パークやショッピング・モー

ルのように天井が吹き抜けになっており、パステルカラーの壁面を黄色や水色のエレベーターが上下

していた(写真 20)。 

 一階の中央にある中庭には、子どもの遊び場や乗り物、メリーゴーランドなどが迷路のような仕切り

を挟んであちこちに点在していた。 

1991 年にオープンしたニュージーランドの中では一番大きなスターシップ小児病院には、全国か

ら訪れる患者数は年間 13.5 万人と病院のサイトに載っていた。https://www.starship.org.nz/ 

急患や難病で大勢の子どもやその家族がこの病院に地方からも訪れるため、それらの家族をサポ

ートする重要な役割を果たすのがボランティアの人達。ここで働くボランティアの種類も豊富で、さま

ざまな団体が支援をしている。主として、オークランド地域保健局（ADHB)の管理下で活動が行われ

ていた。ボランティア・コーディネーターのデネッシュ・サンダララジさんは、ボランティアの人数はオー

クランド市立病院を含めて常時 200 人以上が登録していると語っていた。 

https://www.starship.org.nz/
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そこで、スターシップ小児病院のボランティアとしてあげられていた 18 種類を大きく分類してみた。 

（１） 訪問者への案内と入院患者や家族の補助  

（２） エンターテイメント、学習やレクレーション 

（３） 医療など専門領域でのサポート 

（４） その他  

 

    

[19.20.オークランド市立病院と Starship 小児病院 ][21.吹き抜けに各色のエレベーター、遊具や乗り物、スタジオなど] 

 

上記のボランティア活動の中から、本研究プロジェクト「世代間交流による患児への遊び・学び支

援プログラムの実践研究」に、とくに関連するのは（１）と（２）である。以下にそれぞれの項目内容をボ

ランティア・コーディネーターのデネッシュさんの説明も合わせて概説する。 

 

（１） 訪問者への案内と入院患者や家族の補助  

①事務デスクワークのボランティア（Administration Volunteers） 

おもに、一般的な事務の仕事を行う。電話やメール応対、ファイリングやパソコン能力が要求され

るニュースレター作成やホームページの更新。新しい企画の事務進行や管理など、実務経験が

活かされるボランティアである。 

 

②青いジャケット大使サービス（Blue Coats Ambassador Service） 

  病院の入り口にある「総合受付」とは別に「ヘルプ・デスク」があって、そこを訪れる人々のさまざま

な質問に応える、いわば病院を代表する親切な大使役である。2003 年のオークランド市立病院

新改築の際にスタートしたボランティアである。オークランド市立病院では、５カ所に設置されてい

る。日本では、いわば銀行の入り口にいてガイドをしてくれる係の人のような存在で、病棟や行きた

い場所へ丁寧に案内してくれる。ちなみに、スターシップ小児病院では「青いジャケット」であった

が、他の訪問した小児病院では異なった色のジャケットであった。季節によってはベストやシャツの

みを着用する。写真 22 の女性は現在の病院が新築された年から 23 年間ボランティアをしていた。 
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③スターシップ病院祖父母ボランティア（Starship Hospital Grandparents） 

本研究プロジェクトの「世代間交流によるボランティア活動」に最も近い内容である。子ども達と家

族との１対１での対応や看護ケアをすることになるので、慎重に選ばれた人達である。彼らは遠く

離れた地域に住む家族やいつも病院に来ることができない長期入院児の家族に代わって、祖父

母のような日常のお世話のサポートをする。なお、トレーニングの詳細は後述する。  

 

④家族サポートボランティア（Family Support Volunteers） 

  このボランティアは、地方から病院へ手術、検査や入院のために訪れる家族や子どもの面倒をみ

るための介人者達を援助する役割である。子どもの検査や診察を待つ一連の長いプロセスの間

にも彼らのストレスを軽減するための援助や知識が役に立つ。また病院の中だけではなくて、地元

の交通事情やその他、必要な情報を提供できることが必要である。 

   
 [22. ヘルプ・デスクのボランティア]  [23. 7 匹のセラピー犬達の写真。 巡回中に、ひと休み中の Maggie ちゃん] 

 

（２） エンターテイメント、学習やレクレリエーション 

①学校アシスタント・ボランティア（School Assistant Volunteers） 

  病院内学校での有資格教員を補助するボランティアである。クラスでの学習の際に個対応しなが

ら学びの援助を行うため、教職経験や父母会活動など子どもに関わる援助の経験者が求められ

ている。また、規則的に通常の業務に責任をもって参画できるだけではなくて、辛抱強く、手際が

良く断定的でない人というような資質面も問われているボランティアである。 

  

②スターシップアート＆レクリエーションプログラム（Starship Art & Recreation Programme） 

創造的な芸術の領域で、たとえば、絵画、クラフト、写真、ビデオ制作、ダンスやフィットネス指導  

  などでの特別な技能をもっている人達でプログラムが構成されている。前述のキッズ・ファースト小

児病院におけるプレールームでの活動と同様に、スターシップ小児病院の HPS やセラピストが遊

びや芸術療法の一環としてさまざまなプログラムを外部のクリエーター達と協同で実施している。  

ボランティアはそれらの HPS の補助をしながら子ども達への遊びやレクリエーション活動に実際に

加わっていくことができる。 

 

③スターシップ遊びとレクリエーション部（Starship Play and Recreation Department） 

  遊びとレクリエーションのボランティアは、おもに子ども達に接した経験や幼児教育の背景がある

ことを条件としている。病院内のセラピストや HPS の下で病棟内外のプレーエリアでの遊びとレクリ
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エーション活動を補助する。そのために、十分なトレーニングを行って、専門職のアシスタントのよう

な働きをする。グループでの遊びに関わったり、一人の子どもと遊んだりするが、同じ病棟で決まっ

た時間にシフトを組んで定期的に行う。またおもちゃや教材などの消毒や整理も手伝うこともある。 

 

④スターシップおもちゃライブラリー（Starship Toy Library） 

 「おもちゃライブラリー」というのは、本を貸し出すようにおもちゃ図書館のような施設が存在するので

はなくて、訪問した小児病院では、どこでも HPS や看護師を通してストックルームにあるおもちゃや

ゲーム・絵本などを病室やプレールームで子ども達は使うというシステムであった。 

    

[24.おもちゃライブラリーのストックルーム] [25.院内の待合室の壁面や病室からも iPad で森の動物や昆虫と仲良しに] 

 

患児の家族とおもちゃ 

スターシップ小児病院では、専従のボランティアが月・水・金の午前中に（10：00 から 12：00）おも

ちゃの管理をしていた。事務所のシフト表では５人が登録していたが、訪問時には３人が週 3 回で来

ていた。彼女達の話では、それぞれの家庭の事情で続けられなくなることや緊急でシフトを変わること

もあるとか。しかし、「このボランティアは自分達のペースでできるし責任もある。そして仲間と会うのが

楽しみなので、まるで家族のようだ」と語り、３人とも 10 年以上続けているそうだ（写真 24）。 

おもちゃの種類も通常の家庭や園にあるおもちゃだけではなくて、先のキッズ・ファースト小児病院

のプレールームにあったような病院での生活環境を反映したおもちゃが豊富に揃えてあった。ここへ

は、親や子どもが直接に来ることは許可されていない。人気があるのは万国共通だが、女の子はお

人形で、男の子は働く自動車（写真 25）、ボードゲームなどである。 

ボランティアの方の話では、医師は袋にミニカーやお人形などいくつか入れておき、診療中に子ど

もが、ぐずり、むずかる時には、それらを見せて「どれが好きかなあ？」と聞くと、だいたい泣き止むとい

うように、「魔法のおもちゃセット」もいくつか揃えられているようだ。おもちゃ選びにも長年の経験が活

かされていた。 

スターシップ小児病院へ子どもが大怪我をして連れてきた経験があるオークランドの友人から以前

に聞いた話だが、担当した医師は、なかなか泣き止まない子どもに対して、診察前や最中でもおもち

ゃを見せて保育士のように遊んでくれたのが印象的だったと言っていたことを思い出した。 
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ところで、スターシップ小児病院へ調査以前に訪問したとき、偶然にも１階の遊び場の乗り物でお

じいちゃんと３歳の男の子（長男）が遊んでいた。中国系ニュージーランド人で、マオリの女性と結婚

して、娘さんの１歳になる男の子（次男）が昨夜、高熱で入院したのでお見舞いに来たとのこと。   

そこへ、やはりマオリの父親が下の子どもを連れて乗り物で遊ぶために加わった。おじいちゃんは、筆

者が何度も訪れた経験がある中国の都市の出身だったので話が弾んだ。その後、定期的な治療の

時間になったので、一緒に病室に来て、母親から直接に話を聞いたほうが良いのではと親切に誘っ

てくれた。病室は個室で、横に介護する人用のベッドがあり、おばあちゃんが休んでおり、家族中が

心配で集まってきていた。部屋に隣接した広いバルコニーもあった。母親の話では、熱は下がったが、

経過を見るために数日は入院する予定だと言っていた（写真 26‐28）。 

病院の感想を母親に聞くと、「昨夜、救急で来た時は心配だったけれど、迅速な対応で、とても安

心しました。子どもは熱が下がると、じっとしていないので、おもちゃやゲームで遊んだり、乗り物や遊

び場へ夫や父が交代で連れて行ったりして、その間に私は休息をとりたいです」と語っていた。 

   
[26.子ども用の乗り物 ] [27.子どもの病室へ好きなおもちゃを貸し出し][28. 個室に隣接する広いバルコニー] 

 

地域保健局（DHB）とボランティア活動          

病院での多くのボランティア活動は、ニュージー 

ランド保健省の地区保健局（DHB）の管轄下にある。 

大規模な病院では、その他の財団や国際的なボラ

ンティア組織が共存している場合もある。 DHB は、 

２０００年に制定された法律の下に設置されて、 

現在は右図の２０カ所に分類されている。 

 表１は、2018－2019 年度の 20 地区の管轄人口数  

を多い順に筆者が並べ替えて作成した。* 

今回の調査では、2 番目のマヌカウと 3 番目の南島  

カンタベリー地区のクライストチャーチ、4 番目は北島  

の大都市オークランド、７番目の首都ウエリントンの 

４カ所である。地区人数は年度で変動している。 

 DHB の機能には、保健医療サービスの資金調達  

と計画実施の両方が含まれている。 

各小児病院でボランティア活動の管理を担当して   図１．My DHB 20 の地域区分    

いるボランティア・マネージャーやコーディネーター、 
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HPS もすべて地区保健局の下に活動を行っている。 

 そこで、スターシップ小児病院の多くのボランティ 

ア活動の中から、スターシップ病院祖父母ボランティ 

ア （Starship Hospital Grandparents）の詳細につい 

てどのようなトレーニングを行っているのかをコーディ 

ネーターのデニッシュさんに伺った。第１段階は医療  

やカウンセリングの知識があるスタッフやＨＰＳから幼  

児の発達などについてグループ講義や個別でコーチ 

ングを受ける。第２段階は、トレーナーと一緒に病室  

やプレールームなどで観察学習を行う。それらが終  

了後に今度は初めて本人が実習を行うのを HPS が 

スーパーバイズする３段階になっている。各段階を数  

週間かけて行うとのことである。 

火曜と金曜の 10～12 時にはシフトで４～５人が常時  

入っている。 プレールームで子どもと遊び、介護して 

いる親が病室を離れるときに子どもを預かる要請が 

病棟からくることもある。 

この祖父母ボランティアを長く続けている女性  

に話を聞くと、彼女が担当している子どもは現在  

意識が戻らず、親が要職にあり介護ができないの 

で、２年前からケアしていると事細かに状況を説明  

してくれた。彼女は経験豊富なボランティアである 

が、これはめずらしいケースとのことだった。 

 

＊2016 年、ニュージーランド HPS 協会の隔年次学会開催時には、前出のキッズ・ファースト小児病院とスター

シップ小児病院では、参加者 HPS 達への見学ツアーが行われた。また、2020 年にも、キッズ・ファースト小児

病院では、チーム・リーダーで親しくしているロビンさんが訪れるたびに毎回ご丁重にご対応いただき、新装改

築したスターシップ小児病院でも個人的に HPS 協会会長であるニコルさんがご多用の中、全館をご案内いた

だいたことに感謝の意を表したい。それらの詳細レポートは、後日、このサイトで改めて報告したい。2020 年

の 3 月は、上記の２病院を訪問直後に、ニュージーランド全土がコロナで厳戒態勢となり、ウエリントン市とク

ライストチャーチ市の２つの小児病院の現状調査の訪問は断念せざるを得なかった。 ニュージーランドのみ

ならず、この世界中のコロナ禍の終息を願いつつ、患児の家族や訪問者へのキッズ・ファースト小児病院の

家族の訪問案内 URL を以下に改めてご案内する。  

 https://countiesmanukau.health.nz/covid-19/visiting-restrictions/ 

 

Ⅲ．Wellington 地域病院の小児病棟  

ニュージーランドの首都 にあるウエリントン地域 病院（Wellington Regional Hospital）の前身は

1847 年に始まるが、現在の場所 Newton には 1881 年に設立された。                                   

 さらに、ウエリントン小児病院は、キング・エドワード７世記念病院として、知事であるイズリングトン卿

によって 1912 年に地域コミュニティに根ざして開かれた。2012 年 3 月 13 日には 100 周年記念を盛

https://countiesmanukau.health.nz/covid-19/visiting-restrictions/
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大に祝ったニュージーランドで最初の小児病院である。 

 ウエリントン市は、C&CDHB(キャピタル＆コースト地域保健局 )の担当地域であるが、Wellington 

Hospitals & Health Foundation(ウエリントン病院＆保健財団 )がボランティアを管轄していた。 

 訪問時には今までの経験を活かして、まず「ヘルプ・デスク」へ直行した。ボランティア・マネージャ

ーに会いたいとお願いしたところ、「私たちのボスですよ」と、すぐにオフイスまで連れて行ってくれた。  

そこから小児病院で働く HPS のメーガン・ストサートさんを紹介していただいたが、もちろん、とても

広い上に迷路のような院内を間違えずに目的の小児病棟には辿り着けそうにはないので、また再度

「ヘルプ・デスク」のボランティアの方にお世話になった。２日続けて訪問したが、２時間ずつのボラン

ティアの方達は２日とも夕方近くになると、男性のボランティア２人に代わっていた。２時間の間の記

録を見せてもらうと、138 人が「ヘルプ・デスク」を訪れていた。 

 この病院では、小児病棟施設の様子や多文化対応のボランティア・サービスについて紹介したい。 

 

   
[29.ウエリントン地域病院の正面玄関 ][30. ヘルプ・デスクはご案内で大忙し] [31. ギフトショップの横でピアノ生演奏 ] 

 

HPS のメーガンさんが担当している第１病棟は 0 歳から 6 歳未満の子ども達の入院病棟で、28 人

がベッド数であるが、訪問した日の朝は 17 人で、時間と共に増えて 22 人になった。１人部屋と６つ

ベッドの相部屋があり、プレーエリアがある病棟の奥には隔離病棟があった。第２病棟のほうは、６歳

から 16 歳までで、もう１人の HPS が担当していた。 

 メーガンさんはニュージーランドやイギリスの幼児教育や医療現場で長く働いていた経験を活かし

て現在の HPS になって６年経っている。この病棟では HPS の有資格者は彼女だけであるが、２人の

ボランティアが月曜と水曜に補助してくれている。１人は、看護師の有資格者で、もう１人は特別支援

教育の仕事に携わっていた経験があるスタッフであった。 

 メーガンさんは８：３０から午後３時までの週５日間のフルタイムで勤務しているが、朝は他の小児病

院の HPS 同様に、病棟の子ども達の予定や状況を一人ひとり書類でチェックすることから始まる。 

看護師と細かく打ち合わせをして、どのような援助が必要かを確認する。一通りの作業が終わると、

各病室やプレーエリアから回収したおもちゃや遊具の洗浄や消毒を行う。遊具を洗ったりおもちゃを

消毒したりする作業はボランティアの人達が手伝ってくれるようだ。他の小児病院でも同じようにボラ

ンティアの仕事の一部になっていた。 
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[32-33.絵本やゲーム・遊具で自由に遊べる広い空間 ]        [34.屋外でも許可を得て見舞の兄弟とも遊べる] 

      

[35.プレーエリアで遊ぶ母子 ]         [36.ベビーベッド用のおもちゃ]  [37.遊具つきイスを洗浄するメーガンさん] 

     

[38. ６人部屋だが訪問時は１人だけ入院 ]  [39.個室の標準的な設備 ] [40.マスコットライオン Hospi が順路ガイド] 

 

病院内のボランティア活動と多文化対応  

ところで、ウエリントン地域病院全体では 300 人以上のボランティアが登録しているが、高齢者が

多いこともあって、短時間のシフトで無理なく働けるようになっている。 

今回訪問した他の病院も同様であったが、基本的には週に１～２日間で、２～３時間の短時間勤

務である。交通費は支給もしくは車を駐車場に無料で停められる他、軽食やお茶などを院内のカフ
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エで一定の金額内ですることができるという特典があることが共通していた。 

ただし、ボランティアの業務内容によっては、働く部署で必要とされてパートタイマーとして契約を

結ぶこともあるようだ。また、大きな病院の場合には、フリーのエンタテーナーや外部の団体組織、国

際的なネットワークに属して、その活動の一環として病院に参画している活動家達もいた。  

 病院のボランティア募集には、その利点として、 

・ 新しい出会いがあって、長く親交を深めることができる良い機会。 

・ ヘルスケアに関心がある人にとっては素晴らしい環境。 

・ 病院で患者、訪問者、スタッフを援助することはやりがいがある。 

・ 継続的なトレーニングやサポートも提供。 

などが挙げられていた。さらに、病院で実際にボランティアをしている方達に始めた理由を尋ねると、

以下に集約された。 

① 子どもに手がかからなくなったので外で役に立ちたい。 

② 配偶者が他界したので、さびしいので社会につながっていたい。 

③ 家族や本人がその病院に入院経験がある。 

④ 人と接するボランティア・サービスをしたかった。 

⑤ 健康に関心が持てるし安心できる職場であるため。 

⑥ 小さな子どもや患児の面倒をみたい。自分の孫は離れているので。 

 

このような共通する内容をあげていたが、実際に続けてきた結果としては、「子ども達から逆にエネ

ルギーをもらった」、「自分が役に立って患者や家族から感謝された」、「病院を訪れる人達に喜んで

もらえる」、「決まった曜日に出かけるので生活リズムになっている」、「心身の健康や支えになってい

る」などであった。 

ボランティアの一人ひとりが異なった立場や思いから病院を支えながら、大事な役割を果たしてい

ることがお話を伺ってさらに理解できた。それと同時に、中高年層では、所属する教会や子どもの学

校でのボランティア経験をいかして地域でボランティアを続けていく使命感を抱いていた。それに対し

て 20～30 代では、親や姉妹がこの病院に入院しているとか、他のパートタイムと並行して行っている

など、自分の中でのボランティアの位置づけが異なっていたことも特徴的であった。  

 つぎに、この病院には、 C&CDHB の下に「家族ケア・サービス（Whānau Care Services）」というマオ

リの多文化対応のオフイスがある。保健財団の奥に入ると、左手にこのマオリ文化の家族ケア・サー

ビスがあり、右手には、「太平洋島嶼国」のケア・サービスのオフイスがあった（写真 41-42）。 

 ここでは、どのような具体的な援助をしているのかをマネージャーのホニー・ヒュリハンガヌイさんに

伺った。彼は、たとえば、宿泊やラウンジの紹介もするし、マオリの家族がこの病院の中で快適に過ご

すことができるようにと、あらゆるサポートをしていると説明を始めた。 

マオリの人々には古くから病気や怪我を治療するときには、独自の伝統的な方法があるので、そ

の精神を理解してもらうために、医師や助産師、看護師をはじめとするスタッフとマオリの家族の間を

つなぐ架け橋になっているとのことであった。とくに、マオリの高齢者には、自分たちの文化と異なった

治療方針やケアに戸惑いをもたないように、事前によく理解できるように説明をし、各病棟のスタッフ

にも彼らの代わりに立場や考え方の違いを伝えていくように努めており、成果をあげていると語ってい

た。また、言語についても、マオリ語と手話が元来の言語であって、そこに英語が入ってきた経緯に

ついても熱く語ってくれた。 
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ニュージーランドでは、マオリ語、英語、ニュージーランド手話の３つが公用語として認められてい

るが、多文化な結婚が進み、マオリ語を話せる若者が減少している。 

さらに、ニュージーランド国内で、テ・コハンガ・レオ（マオリ語を主体にする保育所）や他のサモワ

など太平洋島嶼国の民族保育所を訪ねると、イマ―ジョン教育であっても子ども達は英語でおもに

話しているのが現状ではある。 

そのような環境の中にあっても、病院や地域コミュニティの中で、マオリや太平洋島嶼国の家族の

伝統文化を世代間で伝承していき、異なった生き方を認めてサポートするマオリ・ヘルス・チームの

活動は期待されている。また、小児病院の壁には、歴史を感じさせる旧病院時代からの童話や子守

歌などのローヤルドルトン製タイルが飾らており、まさに欧州文化と先住民文化の伝統や規範が出会

う場を象徴していた（写真 43）。 

    

[41-42.マオリと太平洋島嶼国専用の家族ケア・サービス]  [43．旧病院から継承されたローヤルドルトン製の絵タイル] 

 

ロナルド・マクドナルド・ハウス 

 ところで、プレールームのポスターに案内があったが、院内に「ファミリー・ルーム」が

２カ所設置されている。毎日 24 時間、患児の親が温かい飲み物や子どもから離れて休息を

取りたいときに使える部屋である。１カ所は夜の８時～翌朝 11 時まで、もう１カ所は後述

の「ロナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティ」がスポンサーで朝 10 時～夜９時まで

と両方で重なる時間を設けて 24 時間体制で利用できるようになっていた。じつは、このウ

エリントン病院の通りを隔てたすぐ向い側には「ロナルド・マクドナルド・ハウス」という

入院患者の家族のための宿泊やラウンジ、食事を提供している施設がある。 

 アメリカのフィラデルフィア 1974 年に小児病院で初めて設立された後、世界各国の 42

カ国 367 カ所を展開していき、ニュージーランドには、現在４カ所で、オークランド、ウ

エリントン、クライストチャーチにあり、ウエリントンでは、病院に近接していて便利で

ある。大きな小児病院に近接した宿泊施設の他にも「ロナルド・マクドナルド・ハウス・チ

ャリティ」は、慢性や重篤な病気の 21 歳以下の患児の家族をサポートするさまざまな施設

を設けている。ちなみに、日本にも 2001 年から名称が異なるが同じ趣旨の「ドナルド・マ

クドナルド・ハウス・チャリティ・ジャパン」がスタートして、現在、全国に 12 カ所の宿

泊施設を運営している（2020 年 11 月現在）。 

 ウエリントン小児病院に次いで、「ロナルド・マクドナルド・ハウス」を訪ねて、ボラン

ティア・マネージャーのジェナ・リンマーさんに施設内をすべて案内していただいた。 

 ここでは、あらゆる設備や食品・日用雑貨や衣類、リネン類からベビーカーまで、家族の
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ためのラウンジやキッチン、ダイニング、ジムなどが多くのスポンサーからの寄付で作ら

れていた。たとえば、コンピュータ室はパソコンメーカー、長期保存が可能な缶詰や洗剤

などはスーパーマーケット、子どものプレールームはマクドナルド社がスポンサーの一例

である。それら各部屋の入り口やドアにはスポンサー名が表示されており、写真 45 の 

ように、窓ガラスに「ジャックと豆の木」の蔦の葉の一枚一枚に支援サポーター名が書か

れていた。２階と３階は宿泊施設になっており、いくつかのタイプに分かれているが、か

なり広いスペースに設備も整っていた。ここでも約 200人のボランティアが活躍していた。

この施設を維持するために、事務仕事、買い物や調理から各部屋の整備まで広範囲にわた

る内容であった。また、ここは基本的に入院患児の家族は無料で必要な期間宿泊が可能で、

食事もある程度提供されていた。また、最初に説明した「ファミリー・ルーム」でもここか

らのボランティアが活躍していた。 

 

    

[44. 1 階の受付 ] [45.支援団体名が書かれた豆の木の葉 ]  [46. トレーニングジム]  [47. 食品や雑貨の貯蔵庫 .] 

    

[48.広いキッチン] [49.個人と共有食品が分別の冷蔵庫・ジェナさん] [50.屋内プレールーム] [51.コンピュータ室 ] 

    

 [52.親用のラウンジ]   [53.ベッドルーム]      [54. 居間 ]   [55 台所と洗面所やトイレが整備されたアパート型 ]  
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Ⅳ． Christchurch 病院の小児病棟での HPS 

 

 クライストチャーチ病院の外来には、訪問当時、年間に 30 万人が訪れて入院患者は３万 5600 人

以上、手術件数は１万 6000 という南島で最大規模の公立病院である。病院にはオタゴ大学医学部

のクライストチャーチ分校も隣接している（写真 56）。 

この総合病院の第 21 病棟と第 22 病棟に小児科がある。まず、アクティヴィティ・ルーム（以下活

動室と記す）へ HPS の Karina Jane Boyd さんを訪ねた。 

何人ものスタッフが忙しく働いていたので、お話を伺うのも気が引けるくらいであったが、「これでも

今日は活動室に遊びに来る子ども達は今のところ少なくて静かな感じですよ」と言われた。 

この活動室には、６人の HPS と４人のボランティアがチームメンバーとして在籍するが、訪問した日

には所用やシフトで総勢６人であった。 

カリーナさんに HPS の一日のスケジュールを伺うと、他の小児病院と同様に朝出勤すると、担当す

る病棟の子ども達にどのようなケアが必要か優先順位を決めることから始まる。名前や年齢、手術や

治療・処置の予定がすべて記入されている項目に、マーカーで色分けして一目でわかるようにする。  

どの病棟も 0～16 歳までで、第 21 病棟には 23 病室があり、外科では年齢が近い子ども同士の

相部屋もある。この日の内科病棟には 21 人の入院患者がいた。入院の期間は１日から 2 カ月くらい

であるが、２週間以上の長期になるときは社会福祉士と密に連絡を取り合う。基本的に入院する時

点で社会福祉士や小学生以上の場合には学校とも連携をもつことになる。 

手術や処置の予定がわかると、それに向けて「プレパレーション（準備）」を行うので、その日も別の

HTS が担当している子どものために、親も一緒に手術の心構えを行うために出かけて行った。 

また、朝のおやつの時間（モーニングティー）が始まる前に、病室からおもちゃを回収してきて洗浄

や消毒を行うが、隔離病棟や感染症で入院している子どもの病室からのおもちゃは入念にクリーニ

ングを行っていた。母親と一緒にベビーカーや車イスで来室する子がいる一方で、２人の HPS の間

にいる写真 57 の女の子は家族の仕事のお手伝いをしている日課のようにテキパキと制作をしていた。

ベッドごと移動してくる子もいる（写真 58）。癌などで長期入院している子は点滴をしてしながら来て

おり、重篤な場合は、他の子ども達は一時入室を制限されて活動室が貸し切りとなっていた。 

しばらくの間、活動室にいる HPS や経験豊富なボランティアのスタッフが子ども達に関わる様子を

見ていると、その子のペースに合わせてゆったりと、まるで、以前から親しくしている近所のお姉さん

や親戚のおばあちゃんが子どもの遊びを見守っているような穏やかな空気が流れていた。  

   

[56.クライストチャーチ病院外観 ] [57.活動室で患児（二人の間に頭部）も手伝い] [58.ベッドを移動して活動室へ] 
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HPS と家族、医師や看護師との連携  

活動室のおもちゃは、一般の園や学校にある絵本や教材もあるが、おもに入院している生活環境

に即したおもちゃが中心である。子ども向けの人体模型や手足のレントゲンがいくつもあるなど、子ど

もが自分の体に興味をもちながら知識を得ることができるような教材も多く配置されていた（写真 60）。 

つぎに、具体的な「プリパレーション」の方法を見せてもらった。活動室の事務所には、沢山のプリ

パレーション用の人形や道具がストックされていた。 

キワニス人形とも呼ばれる子どもの輪郭をした人形は、他の小児病院でも手作りされており、一人

ひとりの患児用に顔を描きプラスチックバンドをして、その子の分身のように扱っていた（写真 62）。 

これを使って子どもの病気や治療内容に合わせて、さまざまな処置や手術を受ける前に心の準備

を事前に疑似体験していく。たとえば、大人にとっては CT スキャンや MRI による検査を初めて受け

たり、点滴用の留置針や経鼻胃管（NG チューブ）を挿入したりする時も、通常は言葉の説明で理解

することが前提である。しかし、子どもにとっては、針は痛くて硬いもので、処置室や手術室に行くこと

自体が大変な不安を抱えることになる。子どもの見えない不安感やストレスを軽減するために HPS が

前もって準備を行う。最初に親の許可や了解を得るが、親がその必要を認めないときは行わない。 

子どもの年齢による認知力の発達を考慮して４歳くらいから開始する内容が多い。たとえば、痛み

や恐れを伴う処置は麻酔クリームをしてから行うことを、人形にクリームをつけて教えるとか、実際の針

はそんなに硬くて痛いものではないということを理解できるように教えていく（写真 62）。手術時の医師

の着衣も帽子から靴カバーまでを親が着て見せることや HPS が代わりにすることもある（写真 63）。 

 

     

[59.CT や MRI、聴診器の玩具 ]   [60.人体の内臓構造がわかる模型 ]  [61.レゴも救急病院や搬送ヘリコプター] 

    

[62.キワニス人形に留置針を刺す]   [63.手術衣のプレパレーション]  [64.NG チューヴをつけた人形 ] 
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  プレパレーションに当たっては、子どもの年齢や発達、個人差を考慮して慎重に何回かに分けて

実施するが、一人ずつ個別にする時と、年長児や小学生はグループで行うこともある。そのほうが、

質問も気軽に尋ねられて良い場合もあるようだ。 

 処置室には、どの部屋も楽しい飾り付けの工夫がしてあった。子どもがベッドに横たわったときに見

える天井には光る星が描かれており、モービルのように動きのある目を引くものが多く見受けられた。 

 赤ちゃんや年少児が医療処置を受ける時には、ベッドで母親が子どもを抱きかかえるか、足の間に

入れて固定し安心させる。HPS は気をそらす好きなおもちゃであやし、看護師が実際に処置を行うと

いう三者が協力しながら行う態勢を整えていた。 

    

[65. 66.67.68.処置室のベッド周りには楽しい飾り付けや天井には光る星の数々] 

 内科の病室はほとんどが個室で、ベッドから出られない長期入院患児もいる。そういう子には HPS

が「ラーニング・ストーリーズのプロフィールブック」を手作りしているが、院内での親や家族とともに祝

った誕生日や記念の写真が貼られていて、大事な成長記録になっていた。また、小中学校から専門

の先生が個別に訪問授業も行っていた。とくに、癌病棟には定期的に派遣教師が訪れていた。 

 HPS は、院内だけではなくて、全国の HPS 同士と連絡を取り合っていた。定期的にオンライン会に

よって、お互いの情報を交換し合っていた。その他にも HPS の認定団体であるニュージーランド・

HPS 協会による隔年ごとに全国大会が開催されている。今年は３月 21 日から 23 日にオークランドに

国内各地や海外からも大勢が参加して研究発表やパネルディスカッションなど充実した企画内容が

第 7 回大会プログラムに告知されていた。 

この病院にも 100 人以上のボランティアが活躍しており、HPS の補助、ヘルプ・デスクのような訪問

者の案内や遠方から来る患者や家族の援助、火曜日には図書館が開かれ、ギフトショップの運営や

病棟へのトローリーで物品を売るなど種類も豊富であった。１日３時間という短い時間の積み重ねが

病院を利用する大勢の人達や院内で働くスタッフにとっても彼らは重要な役割を果たしていた。 

     

[69.ベビーベッドと介護者用ベッド]  [70.年長児用の部屋 ]           [71.ボランティアが運営するギフトショップ] 
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おわりに 

ニュージーランドと日本の相違と共通点  

 

 今回の調査は平成 26 年 2 月 25 日から 3 月 10 日まで、ニュージーランド北島のオークランド市と

近郊、首都ウエリントン市、南島に渡って、クリストチャーチ市で実施した。 

 本研究プロジェクトのテーマ「世代間交流による患者への遊び・学び支援プログラムの実践研究」

の一環として、小児病院において HPS やボランティアがどのような活動をしているのか、実際にお目

にかかって面接調査を行った。具体的には、ボランティアの責任者であるマネージャーやコーディネ

ーター、小児病院の HPS 方々、病院や患者と家族支援のために働くボランティアの方々、患児の家

族、過去に子どもを入院治療で病院や小児病棟のプレールーム、ファミリー・ルーム、宿泊施設など

を利用した経験のある方々である。偶然の出会いや知り合った方々からも紹介していただいた。  

 病院の施設自体は、ニュージーランドでは大規模病院であり、入院患児を援助する HPS もボラン

ティアに関わる人達も共通して各地の DHB の管轄科下にあるため、ある一定レベル以上の知識や

訓練を受けていたが、それぞれの経験や個性が活かされて特徴を出していた。  

 HPS の資格を修得するには、幼児教育や教員免許資格を保持して、教育現場での経験があるな

どキャリアを持った人達である。また、就学前教育であれば、テ・ファリキの幼児教育要領に基づいて 

院内でも遊びや学びのプログラムが構築されていた。 

 ここで、ニュージーランドの各種幼児教育サービスや子育て支援を日本と比べると、その設立が主

として民間の有志からスタートしていることである。日本の場合は、就学教育制度や地域の保健セン

ターは、文科省や厚労省からの国策として地方行政へ展開している。 

一方で、ニュージーランドでは、新生児訪問をする看護師：プランケット・ナースは各地の「プランケ

ット協会」から派遣されて、予防注射も検診も行っているが民間からスタートした。また、ニュージーラ

ンドの幼児教育で有名な親が最良の教師という「プレイセンター」も同様に地域に根ざして運営され

ており、多文化な家族を大きく支えている。しかしながら、統計局の時系列推移では、これら民間主

導型の子育て保育支援の実態は年々減少傾向にある。 

働く母親や高学歴の親が増えたことで保育教育への質向上が求められる一方で、地域へのコミッ

トメント意識が薄れてきていることも否めない現状である。 

そのような中にあっても、今回インタビューを行った多くの中高年層のボランティアの方々は、いわ

ば、子どもを「プランケット」や「プレイセンター」と共に育てた地域密着型子育て経験者で、それを当

然のこととして、今度は地域へ恩返しを行いながら生きがいを得ているという印象を得た。 

日本でも園や学校での PTA 経験を活かして、その後も地域のボランティア活動を行っている人達

は多く、ニュージーランドと同様の動機づけや成果をあげている。 

また、日本においても保育教育や看護師の養成大学を中心して、HPS の養成や親へのプレパレ

ーションの具体的な実践普及を目ざす動きや研究が近年盛んになってきている。 

医療現場での予算削減や事故補償など、小児病院に関わるボランティアをめぐる諸課題や障壁

は多い現状ではあるが、現在の少子化高齢化社会において、元気な中高年層がより身近にできるこ

とでボランティアの導入口を探っていくことが、今後さらに求められている。 
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今後に継続期待される課題  

  

そこで、今回の面接調査を踏まえて、今後の「世代間交流による患者への遊び・学び支援プログラ

ムづくり」が目ざすいくつかの取り組みを以下に提示した。 

 

1. 異なった分野の人々がお互いの協力態勢のネットワーク構築 

医学や看護・福祉・心理・芸術・身体感覚や教育学分野の専門家や経験者が 

包括的なトレーニングプログラムを開発して継続して行える横のネットワークの構築  

 

2. 新しい分野で学び活かしていく意欲ある人材への告知  

今後への展望を明らかにして、「からだと心」を大きな視点からとらえて、実践に 

活かしていけるような意欲ある人材を広く公募でき得るビジョンと告知方法の検討  

 

3. 活動する場と地方自治体関連団体、各種支援組織との連携  

学びながら実習もできるような受け入れ先のご賛同いただくことと同時に 

地方自治体の関連団体やさまざまな支援組織との有機的な連携をはかる 

 

4. 時間や制約された条件の中でも参画して続けられる活動の基盤づくり  

ボランティア活動を通して、世代を超えた交流が可能な出会いのためには、 

短時間の参加でも楽しく参加者が主体になれる居場所づくりを目ざす 

 

本プロジェクトの世代間交流を目ざした患児を援助するプログラムは、公募から実施までの一連の

流れを実践的に行なわれてきた。その一環としてニュージーランドでの現状を調査した結果を報告し

てきた。 

 

日本の将来を見据えると、これからもますます民間や個人レベルのボランティアなどの支援が必要

とされている。国や行政レベルで施策として予算を組むことと同時に、ボランティアや支援団体が民

間の草の根的な地域活動として果たす役割は今後も期待されている。 

日本においてボランティアの裾野を広げるためには、専門知識や経験がある人達だけではなくて、

身近にできる範囲での最初の一歩を踏み出すための道案内啓蒙活動を広めていくことも求められて

いると思われる。 
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