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母子分離の弊害への警鐘（1909年）

That sucklings and young infants should remain with their mothers after operation. 

(乳児は手術の後、母親と一緒にいるべきだ)

No children‘s hospital can be considered complete which has not, in the hospital 

itself or hard by, accommodation for a certain number of nursing mothers whose 

infants require operation. (病院内かすぐそばに母親が滞在できる場所がなければ、
小児病院は完全とはいえない)



母子分離の弊害への警鐘（1952年）

A Two-Year-Old Goes to Hospital.
Filmed by James Robertson. 1952

John Bowlby & World Health Organization. 1952. 



児童の権利に関する条約
（1989年に国連総会で採択。通称：子どもの権利条約）



病院のこども憲章
（1988年）

NPO法人ホスピタル・プレイ協会：EACH病院のこども憲章新訳.



児童福祉の「対象」から「権利主体」へ

児童福祉法改正（2016年）

第一章 総則

第一条 全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのつとり、適

切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健

やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される

権利を有する。



医療における子ども憲章
（日本小児科学会）

2022.8
公益社団法人日本小児科学会
こどもの生活環境改善委員会



医療における子ども憲章（日本小児科学会）

１. 人として大切にされ、自分らしく生きる権利

２. 子どもにとって一番よいこと（子どもの最善の利益）を考えてもらう権利

３. 安心・安全な環境で生活する権利

４. 病院などで親や大切な人といっしょにいる権利

５. 必要なことを教えてもらい、自分の気持ち・希望・意見を伝える権利

６. 希望どおりにならなかったときに理由を説明してもらう権利

７. 差別されず、こころやからだを傷つけられない権利

８. 自分のことを勝手にだれかに言われない権利

９. 病気のときも遊んだり勉強したりする権利

10. 訓練を受けた専門的なスタッフから治療とケアを受ける権利

11. 今だけではなく将来も続けて医療やケアを受ける権利
2022.8
公益社団法人日本小児科学会
こどもの生活環境改善委員会



患者・家族中心のケア
（patient- and family-centered care）

患者の発達段階に応じた支援を行いながら、家族と患者の両方

に医療チームの重要なメンバーとして参加してもらう

Eichner, et al. 
Patient- and family-centered care and the pediatrician’s role. 
Pediatrics. 2012;129(2):394-404.

Clay, et al.
Patient- and Family-Centered Care: It's Not Just for Pediatrics 
Anymore.
AMA J Ethics. 2016 Jan 1;18(1):40-4. 



患者・家族中心の回診
（patient- and family-centered rounds）

https://www.psqh.com/analysis/patient-and-family-centered-
care-advancing-quality-and-safety-with-bedside-rounding/

https://www.youtube.com/watch?v=sQ-HH5tapzo



質の高い医療（世界保健機関:WHO）

• 有効 エビデンスに基づいた医療を、必要な人に、提供する

• 安全 害を与えない

•人間中心的 people-centered

個人の好み、ニーズ、価値に応じたケアを提供する

World Health Organization. “Handbook for national quality policy and 
strategy：a practical approach for developing policy and strategy to improve 
quality of care”. 
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患者経験価値 patient experience, PX

PX

患者が経験する医療プロセス（から感じ取るもの）

PX評価尺度

PXを客観的に評価する尺度であり、患者の期待度に影響される患者
満足度とは異なる。



Beryl InstituteによるPXの定義

The sum of all interactions, 

shaped by an organization's culture, 

that influences patient perceptions

across the continuum of care.

④あらゆる相互作用の総和

①組織の文化によって形作られ

③患者がどう感じるかに影響を与える

②医療のあらゆる場面で

https://www.theberylinstitute.org/page/DefiningPX



「患者満足度」という尺度の問題点

• 「満足」という概念と提供された医療との乖離

• 尺度が標準化されていない

• 信頼性・妥当性が担保されていない



患者満足度(PS)と患者経験価値(PX)の違い

PS PX

測定する概念 「満足」 具体的な「経験」

指標の位置づけ アウトカム指標 プロセス指標

尺度の標準化 なし あり

質改善への活用 活用しにくい
問題がはっきりしない

活用しやすい
問題がはっきりする



患者満足度（PS）調査の例



PX調査の質問は、より具体的

• この入院中、医師は、お子さんの話を丁寧に聞きましたか。

• この入院中、医師は、お子さんにわかりやすく説明をしましたか。

• この入院中、医師は、お子さんに質問するように促しましたか。

• この入院中、医師は、あなたの話を丁寧に聞きましたか。

• この入院中、医師は、あなたにわかりやすく説明をしましたか。

• この入院中、医師は、礼儀正しく敬意をもってあなたに接しましたか。



PX調査の選択肢は、事実や頻度（満足度ではない）

• この入院中、医師は、お子さんの話を丁寧に聞きましたか。

1. 一度もそうではなかった

2. ときどきはそうだった

3. だいたいはそうだった

4. 常にそうだった



PX調査では、プロセスをひとつずつ尋ねる

救急外来 入院当日 退院前



救急外来 入院当日 退院前

お子さんがこの病院の救急外来にいる間、お子さんに
行われていることについて、常に知らされていましたか。



救急外来 入院当日 退院前

この入院の初日に、お子さんがご家庭で服用している処方薬
を、すべてリストアップしたり確認したりするよう言われましたか。

この入院の初日に、お子さんがご家庭で服用しているビタミン剤、サプリメン
ト、市販薬を、すべてリストアップしたり確認したりするように言われましたか。



救急外来 入院当日 退院前

ナースコールを押したあと、すぐに助けが得られましたか。



救急外来 入院当日 退院前

検査結果について、医療従事者は、あなたに十分に
情報を提供しましたか。



救急外来 入院当日 退院前

お子さんへの投薬前に、医療従事者や他の病院ス
タッフは、お子さんのリストバンドをチェックするか、他の
何らかの方法で本人確認をしましたか。

医療従事者や他の病院スタッフは、お子さんの痛みに
ついて十分な頻度で尋ねてくれましたか。



救急外来 入院当日 退院前

医療従事者は、お子さんの退院について心配
していることはないか、あなたに尋ねましたか。

退院後のお子さんのケアをどのように行ったらよいか、
医療従事者と十分に話ができましたか。

医療従事者は、お子さんがいつ日常の活動
に戻れるかを、わかりやすく説明しましたか。

医療従事者は、退院後に気をつけるべき症状や健康
上の問題について、わかりやすく説明しましたか。

退院後に気をつけるべき症状や健康上の問題につい
て、書面で情報をもらいましたか。



PX調査で、どのプロセスに問題があるのかが明確に
なる。
⇒ 改善活動に利用しやすい

救急外来 入院当日 退院前



PXの高さは有効性や安全性とも相関する

質の高い医療

有効 安全 患者中心的

健康アウトカム

PX



PXの高さは有効性や安全性とも相関する

質の高い医療

有効 安全 患者中心的

健康アウトカム

PX

患者行動
• 治療アドヒアランス
• セルフマネジメント
• 予防医療行動
• 受療行動



PXに取り組む理由（Win-Win-Win）

患者満足度の向上
健康アウトカムの向上



PXに取り組む理由（Win-Win-Win）

医療の質の向上
在院日数の短縮
コスト削減
クレームの減少
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OECD（経済協力開発機構）もPXに注目

https://www.oecd.org/health/health-systems/Measuring-
what-matters-the-Patient-Reported-Indicator-Surveys.pdf

Patient-Reported Indicator Surveys (PaRIS)

PROMs: Patient-Reported Outcome Measures
PREMs: Patient-Reported Experience Measures

https://www.oecd.org/health/paris/



日本では成人領域を中心に自発的な広まり

• 日本版PXサーベイ：病院の入院患者を対象とした汎用的PX尺度（イギリス）

• HCAHPS日本語版：病院の入院患者を対象とした汎用的PX尺度（米国）

• CG-CAHPS日本語版：幅広い診療科の外来患者を対象とした汎用的PX尺度

• JPCAT・JPCAT-SF：プライマリ・ケアの外来患者・在宅患者を対象としたPX尺度

• J-IEXPAC CAREGIVERS：慢性症状を抱える人の家族介護者を対象としたPX尺度

https://www.patient-experience.net/ https://www.pxj.or.jp/pxsurvey/



小児入院患者のPX尺度（Child HCAHPS ® ）

2014年に米国で開発

17歳以下の小児入院患者のPX評価尺度

• 62項目（PXに関する質問39，スクリーニング10，患者と
家族の特性に関する質問12，自由記述1）

• 保護者が回答



Child HCAHPS®の質問内容

①保護者とのコミュニケーション

②患者とのコミュニケーション

③患者の安全や快適性に対する配慮

④病院の環境

⑤総合評価
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①Child HCAHPSの翻訳

•米国医療研究品質局（AHRQ） CAHPS®プログラム

から、翻訳許可を取得

•CAHPS®プログラムのガイドラインに従って、 Child 

HCAHPSを翻訳し、日本語暫定版を作成



② 日本語暫定版を用いたPX調査

• 2021年12月～2022年3月

• 大阪母子医療センター（小児病床198、PICU病床18、NICU病床42）

• 1泊以上入院し自宅に退院した17歳以下の患者の保護者

• 退院後2～7日の間に、調査依頼用紙を自宅に郵送



Push-to-Web方式
（調査依頼用紙からWebアンケートへ）



PX調査結果の記述

• 患者と保護者の特徴

• トップボックススコア（TBS ）を算出し、米国69施設のデータ#

と比較

TBS(%) =  
最も好ましい回答∗をした患者数

欠損を除く全回答患者数
× 100

* 病院の総合評価（10点満点）
は、9～10が最も好ましい回答

# Toomey SL, et al. Variation in Family Experience of Pediatric Inpatient 
Care As Measured by Child HCAHPS. Pediatrics 2017; 139: e20163372. 



有効回答数と回答率

•1300の調査依頼用紙を郵送

•460の有効な回答

•有効回答率 35%



患者（子ども）の特徴

• 男：女 = 56：44

• 入院中に出生 26%

• 救急外来から入院 16%



回答者（保護者）の特徴

母 93%, 父 7%



TBSを
米国の報告と比較

# Toomey SL, et al. Pediatrics 2017; 139: e20163372. # 



①保護者とのコミュニケーション（TBS%）

* Toomey SL, et al. Variation in Family Experience of Pediatric Inpatient 
Care As Measured by Child HCAHPS. Pediatrics 2017; 139:e20163372.

検査の後なぜ酸素を付けるぐらいし

んどくなるのか教えて欲しかった。

検査時間が説明と違っていた

子供の病状の説明の際に2時間近く遅れたのに

も関わらず謝罪の言葉が全くなかった。

色んな看護師さんがおられ、快く応えて下さる方もいらっしゃれば、

あからさまに面倒くさそうに対応されたり、顔に出したりされる

方がいらっしゃったり、ご自分の思い以外の答えを返すと、聞かず
に自分流に強引に進める方がおられ、非常に残念でした。

こちらも百貨店や、ホテルに来ているとは思っていませんが

単純に人としての礼儀節度がなっていないスタッフ

の多さにショックを受けました。



①保護者とのコミュニケーション（TBS%）

* Toomey SL, et al. Variation in Family Experience of Pediatric Inpatient 
Care As Measured by Child HCAHPS. Pediatrics 2017; 139:e20163372.

入院中、病棟のオリエンテーションもないです(トイ

レの場所等)し、 入院診療計画書を渡すのみで、質問
など無いですかなどの声掛けもありませんでした。

入院計画書には退院後の薬の内服方法について
入院中に説明があると書かれていましたが、退院直前に
なっても特に説明がなく、分からないこともあったため少

し不安になりました



②患者とのコミュニケーション（TBS%）

* Toomey SL, et al. Variation in Family Experience of Pediatric Inpatient 
Care As Measured by Child HCAHPS. Pediatrics 2017; 139:e20163372.

子供の方に対しての、説明はなく、立ち会った上で私の方か

ら子供に説明をした。 子供向きに説明があっても
良いと思った。

コロナ禍での入院となり面会制限がある中、親と離れ
る事に子どもは不安がありました。その旨を看護師に

伝えてはいたが子どもの触れ合い(コミュニケーショ
ン)が少ない事がとても残念でした。

まだ何も分からない赤ちゃんであってももう少しヒトとし

て優しさのある接し方をして欲しかったです。

もう少し怖がらせない方法を考えて欲しいと

思った。



③患者の安全や快適性に対する配慮（TBS%）

* Toomey SL, et al. Variation in Family Experience of Pediatric Inpatient 
Care As Measured by Child HCAHPS. Pediatrics 2017; 139:e20163372.

NICUでは薬やミルクの本人確認をバーコードで

行っていたが、一般病棟では何も確認がなかった。

引継などもされておらず、何度も同じ説明をす

ることがあった。

ナースセンターに新生児の子供を預けていた時、そこに

誰もいない時があったので少し心配になりました。

子供が絶食中だったのに、（看護師が）同室の子供
さんに『ご飯やでぇ』って大きな声で言ってるのを聞いて

毎回『いつになったらご飯食べれるん？』って

泣いてました。



④病院の環境（TBS%）

* Toomey SL, et al. Variation in Family Experience of Pediatric Inpatient 
Care As Measured by Child HCAHPS. Pediatrics 2017; 139:e20163372.

明け方になると清掃や荷物の運搬などで物を当てた
りバタバタとドアを開け閉めする音などで子供

が起きてしまい、まだ就寝時間であったので大変でした。

仕方ないと思いますが、就寝時間内であればも
う少し気をつけてお仕事頂ければと感じました。



小児入院患者のPX調査の今後の展望

• 複数施設での調査を実施

• 自由記載の分析

• 日本語版の信頼性と妥当性の検証を重ねる

• 宣伝活動 https://www.peds-px.net/
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患者・家族中心のケア
（patient- and family-centered care）

患者の発達段階に応じた支援を行いながら、家族と患者の両方
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「家族」ではなく、あくまで「患者」中心



英国の例
Children and Young People's Patient Experience Survey



8－11才用のPX調査票



8－11才用のPX調査票



小児患者と保護者の回答は異なる

保護者が思っているより
悪いと答えた経験

安心・安全

意思決定に関与

プライバシー

痛みがない

疼痛管理

全体的な経験

食事

保護者が思っているより
良いと答えた経験

Hargreaves DS, et al. Children and young people’s versus parents’ responses 
in an English national inpatient survey. Arch Dis Child. 2018; 103:486-491.



小児集中治療室での経験を「絵」で表現

Clark ME, et al. Children’s Drawings With Narratives in the 

Hospital Setting: Insights Into the Patient Experience. 

Hosp Pediatr. 2019; 9:495-500.



小児集中治療室での経験を「絵」で表現

Clark ME, et al. Children’s Drawings With Narratives in the 

Hospital Setting: Insights Into the Patient Experience. 

Hosp Pediatr. 2019; 9:495-500.



70年前と比べてよくなっている？

A Two-Year-Old Goes to Hospital.
Filmed by James Robertson. 1952

John Bowlby & World Health Organization. 1952. 



当院でのPX調査の自由記載から

『今回、咳症状が認められた為一切の付き添い及び面会ができなかった。

突然の母子分離により子供(一歳)も精神的ショックが大きかっ

た様で退院時には無表情で顔を合わせる事もなくまるで別人の様

になっていた。

退院１週間経過しても未だ分離不安が大きく通常の状態に戻

るには毎日十分なケアが欠かせない。それらを考慮したフォローがあれば助かる。』



入院せずに検査できないか
とは思う

最近は付き添い入院が当たり前になっている状況に
違和感を覚えます。子どもに付き添ってあげたい気持ちがあるの

はもちろんですが、正直ケアする側のケアは誰もしてくれないので、

身体的にも精神的にも疲れてしまうことがあります。

付き添い入院中、薬の注入、ミルクの更新、そのぐらいは許容範
囲内ですが、たまにNGチューブの交換も母親にさせる看護師さん

もいます。もう少し付き添いする側への配慮もしてもらえた

らいいのに、と思うことがあります。

付き添いの人の寝る場所を

もう少し考えてほしい

入院中に過ごし易い環境を作って欲し
いです！ 子供が手術して後でベッドで過ごす!母

親と少し離れたら、すごく不安で泣いたり暴れたり、
母親がトイレに行きたくて、行けない、ご飯は1日1回
夜中しか食べれない!病棟中でお水も飲めない!精
神的に肉体的にも辛かったです!

付き添いに関わる問題



小児医療における患者参加（まとめ）

• 「付き添い」なくして、小児医療の患者参加は危うい

• 一方で、「付き添い」の負担軽減も重要な課題

• 「保護者」に子ども・保護者の経験を尋ねて、患者参加の現状

を知る必要がある

• 「子ども自身」にも聞いてみることも必要
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ご清聴ありがとうございました。

大阪母子医療センター 集中治療科

稲田 雄

yuinata@wch.opho.jp


