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第 1 章 序論
Ⅰ．研究の背景
小児医療の進歩に伴い、超重症児や低出生体重児の命は救われ、急性期状態を脱しても
なお、Neonatal Intensive Care Unit（NICU：新生児特定集中治療室）に 1 年以上の長
期入院をする子どもの数は、年間約 100～200 例いる（楠田，2009）
。NICU ベッドが確
保できず、新生児を受け入れることができない事態を招いている現状があり、在院日数の
短縮化のため、病状が落ち着いている子どもは、在宅へ移行した（松田，2010；茨，2009）
。
また、Growing Care Unit（GCU：継続保育治療室）や Developmental Intensive Care Unit
（DICU：慢性期の児専用の発達支援集中治療室）への転棟もしくは、福祉施設入所へ転
院する場合があるが、NICU や GCU の不足しているため、現実的には１～3 年間で半数
以上の子どもは在宅に戻る。しかし、病状は落ち着いていても医療的ケアである呼吸管理
や経管栄養、服薬管理などは、継続的に必要であり、そういった医療的ケアは、家族が担
っている現状である。
在宅に戻った子どもや家族の生活は、ストレスフルな状態で、常に生命の危機にさらさ
れ、日常も非日常も区別できないほどである。子どもの介護や育児は母親に委ねられてい
ることが多く、休む間もない。父親は母親のサポートをするが、夫婦で育児の問題を抱え
込んでいることが多い。同胞は、障がいをもっているきょうだいに対して嫉妬などマイナ
ス感情をもったまま我慢したり、母親に寄り添ったりする。その状況を察して母親もまた
同胞に対して罪悪感と感謝という気持ちを持っている。家族は日々の生活において様々な
制限を余儀なくされる。
このように困難な状況でも家族機能が維持できるように、地域や社会の取り組みから連
携や協働といったインクルージョン（共生）が普及し、教育の場や医療的ケアに対する法
的整備を行われつつある。医療の面では、1994 年に健康保険法の改定で訪問看護の対象が
すべての年齢層に拡大された。2003 年に「ALS（筋委縮性側索硬化症）患者の在宅療養
の支援」
、2004 年に「盲・聾・養護学校におけるたんの吸引等の取扱いについて」
、2005
年「在宅における ALS 以外の療養患者・障害者に対するたんの吸引の取扱いについて」
、
2010 年「特別養護老人ホームにおけるたんの吸引等の取扱いについて」厚生労働省から告
示され、介護福祉士が口腔・鼻腔内の吸引や経管栄養、ストマ交換の研修を受ければ出来
るようになった。教育面では、1973 年に養護学校教育を義務制、1979 年に訪問教育実施、
1980 年代ではインクルージョンやノーマライゼーションの運動が活発化する。2000 年か
らは特殊学級における福祉・医療との連携が提言され、厚生労働省と文部科学省が共同で
医療的ケアについて討議されるようになり、学校に看護師配置をするようになった（山田
他，2010；立松他，2009）
。
私が勤務していた児童福祉施設では、特別支援学校が併設され、入所している子どもた
ちは、医療的ケアや訓練を受けながら、施設から通学していた。家族と離れての入所は寂
しいものであった。自宅から通学していた子どもは、レスパイト目的でショートスティす
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ることはあったが、殆どの母親は、抗精神薬を服薬していたり、きょうだいや家族の行事、
仕事に追われたりしていた。在宅で生活する小児慢性疾患や障がいの子どもや家族にとっ
てソーシャル・サポートが充分でないことを痛感した。
医療的ケアに関する研究は不安や困難感といった研究はあるが、ポジティブにとらえら
れる要因についての研究は少なかった。また、自己効力感に関しても、障がい児の領域以
外では多く研究がなされているが、発達段階を考慮した超重症児や準超重症児といった要
介護の障がい児に関する研究も少なかった。
そこで、苦悩や不安を抱えながらも、医療的ケアを行っている障がいをもった幼児の母
親について、自己効力感の活力は何であるかを明らかにしたいと考えた。明らかにするこ
とで、よりよい在宅ケアを構築していくことに繋がると思われる。

第２章 文献検討
Ⅰ．自己効力感に関する研究
自己効力感は、社会的認知理論の 1 つである。Bandura（1977）は、観察学習における
認知的機能の役割を重要視し、ある行動をどのぐらいできると思っているかについて自己
認知であると述べ、自己効力感を論じた。のちに Bandura（1992）は信念が人間の動機
と達成に著しく寄与していると述べ、人間の行動を決定する要因として「先行要因」
「結果
要因」
「認知要因」の 3 つを挙げ、それらの要因が複雑に絡み合って、人と行動と環境と
いう三者間の相互作用の循環が形成されていると述べている（Bandura，1997）
。予測さ
れる状況を管理するのに必要な行動を計画したり、実行したりするための能力は自己効力
感にかかわってくる。その後の多くの自己効力感に関する研究の主な焦点は、人々の因果
関係を作っている特徴にみられる「信念」であると述べている。
近年の自己効力感に焦点をあてるために、医学中央雑誌 Web を利用し、2002～2012 年
の期間で、キーワードを“自己効力感”とし、原著論文で検索した結果、1581 件であった。
さらに“小児”の追加キーワードをすると 94 件であった。
“老人”では 110 件、
“地域”
では 202 件、
“成人”では 216 件、
“精神”では 414 件であった。小児における領域では、
自己効力感の文献が、他領域に比べて少ない。
小児における自己効力感の概観では、疾患では糖尿病や気管支喘息患児に関する研究、
障がいでは発達障がい児に関する研究、育児に関する研究がなされている。また、レジリ
エンスや心の健康度（Well-being）
、満足感に関する研究もなされている。しかし、医療的
ケアが必要な超重症児や準超重症児の幼児をもつ母親に関する研究は希である。

Ⅱ．医療的ケアの動向
医療行為とは、人の傷病の治療・診断又は予防のために、医学に基づいて行われる行為
であるが、「医療的ケア」の定義や理論、実践は混沌としている状況がある。吸引・経管
栄養・導尿といった行為は生活行為であるとも解釈できる（立松他，2009）。医療的ケア
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は、ケアを要する人の生命維持および日常生活に欠かせないものであり、日々頻繁に繰り
返される行為でもある。医療的ケアそのものは死に直結する行為であり、その介護を行う
者にとって大きなストレスを感じながら行っている現状がある。医療的ケアは、相当の知
識と医療倫理が要求されるため、医療従事者にはその行為が特別に許されるための要件と
して、資格（医師免許、歯科医師免許、看護師免許、助産師免許等）が求められる。無資
格でその行為を行うことは、傷害罪や暴行罪に該当する違法行為であるが、現実的には応
急処置を行う場合や本人、本人に準ずる家族が医療的ケアを行うこともある。医療的ケア
の具体的範囲も厳密でなく、点眼や爪切り、座薬の挿入、内服の介助、浣腸などは医療的
ケアに含まれない。
近年では、医療技術の進歩の結果として、全国で出生千人に対して新生児死亡率は 1.2、
乳児死亡率が 2.4 である（平成 22 年度厚生労働省統計）。周産期の急性期で命を取り留め
ることができても、
その後慢性期に移行した乳児期の死亡率が上昇していることを現わす。
障がいや疾患を持ちながら日常生活において医療的ケアを必要とする重度・重複障がい児
（者）が増加傾向にあり、医療的ケアにどのように対応していくのかが重要な課題である
（笹原他，2009）。
しかし、小児医療の大きな課題として小児科医不足があり、小児病棟を持たない病院が
増えている。病床数の減少も拍車をかけ、療養目的での入院の受け入れは、経営上不利益
となるため、早期退院を推奨し、在宅での医療的ケアの需要が高まったと考えられる。そ
の象徴として、小児慢性特定疾患の登録者数は 1998 年と 2000 年で比較した場合、106,790
人から 120,652 人と約 12％増加し、地域で暮らす慢性疾患の子どもが増えている（小児慢
性特定疾患治療研究事業－こどものケア．com）。どこの地域でも福祉や医療を受け入れら
れる体制整備がすすめられている。
2003 年厚生労働省より「ＡＬＳ患者の在宅療養の支援について」告示された。2004 年に
は「盲・聾・養護学校におけるたんの吸引等の取扱いについて（協力依頼）」も告示され
た。さらに 2005 年には「在宅におけるＡＬＳ以外の療養患者・障害者に対するたん吸引の
取扱いについて」が告示され、在宅療養患者に適応範囲を拡充した。2009 年介護報酬プラ
ス改定があった。その背景に医療と介護従事者の役割分担の見直しや「今後養成される介
護福祉士には本来の業務としてたんの吸引等の実施することが求められる」
と提案された。
近年、障がい児（者）の「医療的ケア」が注目されている。障がい児（者）やその家族、
社会的なニーズにより、濃厚な医療的ケアが必要な児（者）も地域社会生活へ参加するこ
とができるようになった。難治性の慢性疾患による高度な医療的ケアを必要とする子ども
に対し、在宅ケアが積極的に推進されてきている。子どもにとっての在宅ケアの意義の１
つは、子どもが家庭や社会の中で成長・発達を遂げることである。そこで、支援方法や母
親のソーシャル・サポートについて注目した研究が行われるようになった。福地他（2004）
の研究動向をみても小児看護に関連した研究において、「慢性疾患の子どもの持つ家族」
や「病院から地域へ移行支援」をテーマにした研究が行われるようになったと報告されて
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いる。

Ⅲ．病院から在宅への移行の現状
小児医療の発展により、多くの超低出生体重児や疾患を有する新生児が救命されるよう
になった。しかし、これに伴い、急性期の治療は終了しても、重度障がいにより療育だけ
でなく医療的ケアを要するために、自宅に退院できず、NICU で長期の入院を余議なくさ
れている子どもたちがいる。つまり、退院可能な準・超重症児は約 16％存在している。
NICU 機能の弊害とも言われている現状である（杉本他，2008）
。重度障がい児の医療的
ケアの主な内訳は、人工呼吸器使用 23％、気管切開 44％、酸素吸入 29％、経管栄養 93％
であり（西田他，2008）
、多くは医療的ケアを重複している。呼吸管理や栄養管理が多く、
生命に直結する医療的ケアでもある。
自宅への退院要件を満たすために、体調の安定と在宅の受け入れ状況が求められる（田
村，2008）
。これら要件を満たない場合は、長期入院をしながら、施設入所待機児となる。
しかし、児童施設や児童受け入れ可能施設は限られているため、容易に入所できない現状
がある。要件を満たすために病院側は、退院決定後から退院に向けての指導を家族に行っ
ている。その退院指導内容は、子どもの障がいの個別性がさまざまであり、マニュアル作
成に至っていない病院もある（宮谷他，2000）
。
入院中から、レスパイトや短期入所施設の確保といった介護環境の整備についても、些
細なことで体調を崩しやすい子どもを受け入れ可能な施設を確保することは、
困難な状況である。救命に関わる事態が生じた場合には、24 時間受け入れ体制が整ってい
る病院の確保が必須となる（諸岡他，1995）
。
在宅へスムーズに移行できるよう公的サービス（通所・通園・訪問看護など）の利用を
促すが、
「対応に不安」
「対応できないのではないか」という理由で利用を拒み、母親は他
者にわが子を預けることに抵抗を感じている。そのため安心して公的サービスを利用する
ためには、重度心身障がい児の介護に精通した人材育成や小児訪問看護師の質の確保と定
着が必要である。重度心身障がい児の看護は、子どもの体質や特徴を捉え、成長・発達に
伴う変化への対応と継続的な観察および、適切なケアが求められる。
在宅移行に際して経済的に負担がかかる現状について医療者の意識が薄いと指摘されて
いる（谷口他，2010）
。廣田（2010）は、制度上の制約によってサービスの利用が制限さ
れる、経済的な負担が大きいなどの問題を挙げ、必要なサービスが円滑に使用できる制度
が望まれるとし、Discharge Planning Nurse（DPN ：退院支援看護師）や病院のソーシ
ャルワーカーは、活用可能な制度とその申請方法等を熟知して、養育者が十分活用できる
ように支援する必要があると述べている。
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Ⅳ．施設における医療的ケア
1998 年 4 月に児童福祉法改正に伴い、児童福祉施設の１つである「虚弱児施設」は「児
童養護施設」に取り込まれ、実質的に「虚弱児施設」はなくなった。この改正は子育てし
やすい環境の整備、児童の健全育成、自立支援、母子家庭施策を柱に児童福祉法が見直さ
れ、それに伴った虚弱児施設の職員配置基準にある看護職の配置は、児童福祉施設の職員
配置基準では記載されていない。児童福祉施設の目的は、子どもを養護して自立を支援す
ることである。また、
「健やか親子２１」では、子どもの安らかな発達の促進と育児不安の
軽減には、地域における育児支援の場と福祉の連携が必要と示している（吉田他，2000）
。
病院では、慢性疾患や障がいをもった子どもが増加している。子どもの発育を助けるた
めの人的・物的・社会的環境からみても、病院は制約が多すぎる場であるといえる。そこ
で、子どもの心身の成長・発達や家族の QOL を高める上で、子どもが家族と共に生活を
することが望ましく、そのために入院期間の短縮を図り、在宅支援体制の整備が図られつ
つある（大岩他，2001）
。
しかし現状は、少子高齢化であり、児童施設は少なく、老人施設のほうがはるかに多い。
介護軽減のために施設を利用しながらの在宅での生活は難しい。子どもの受け入れが可能
な施設でも、必ずしも常勤での看護師や医師の配置ではない現状があり、介護福祉士によ
る医療的ケアを行う不安は大きい。介護量や質の高いものを求められるが、免疫力の弱い
子どもは感染症を起こしやすく対応に苦慮する場面もあり、経営上療養目的では、利益に
ならない。しかし、在宅での受け入れ困難時は、家族や病院は施設への検討が行われ、子
どもと親との間に精神的・物理的な距離をもつようになるため、施設職員は「親」として
の役割を果たすこともある（吉田他，2000）
。
一方、施設の入所を考えている家族の期待は大きく、個別性を重視したケアの質の確保
を望まれる。核家族化でサポートの小さい集団においては、働く親にとっての施設に対す
るあり方や意義も個々に違いがある。また、今すぐ入所を考えていなくても、将来入所を
考えている親は多い（安藤他，2003）
。
子どもの受け入れは、施設職員にとって容易なことではなく、まして、医療的ケアを要
する対応は、生命を脅かす行為であり、介護福祉士の精神的負担は大きい。そこで介護福
祉士の不安を軽減できるために 2009 年に介護保険法の改定が行われ、介護報酬の増額が
行われた。また、2010 年 12 月には厚生労働省より「介護職員等によるたんの吸引等の実
施のための制度のあり方について」の中間まとめが発表され、医療的ケアである吸引・経
管栄養の研修内容・評価の策定が発表された（川村，2011）
。基本研修の中に 50 時間の講
義と演習、実地研修の中に 10 回以上の口腔吸引、20 回以上鼻腔吸引と 20 回以上の経管
栄養の演習が盛り込まれた。福祉と医療での狭間にある施設では、今後の医療的ケアに対
する動向に関心を寄せている。
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Ⅴ．小児訪問看護の現状
梶原（2011）の報告では、訪問看護は 1982 年制定の老人保健法（現高齢者の医療の確
保に関する法律）により法的に位置づけられ、1992 年に看護師が管理者である老人訪問看
護ステーションが制度化された。1994 年には、健康保険法など改定されて訪問看護の対象
がすべての年齢層に拡大され、乳幼児から高齢者までの訪問が可能となった。訪問看護が
有効に機能して、病院や施設からの地域移行を促し、家族との暮らしを支援する。ソーシ
ャルインクルージョン（共に生きる社会）を目標に地域に戻っても「生きにくさ」
「育てに
くさ」にならないように支援を行い、生活の場で支援する医療を目指していると報告して
いる。
病院では子どもの長期入院が親子関係や子どもの成長発達を阻害するとし、早期に退院
し、家庭や地域で療養生活を送ることが望ましいと考えられるようになった。そして現在
では、医療技術の進歩により、超低出生体重児や重度障がい児も医療機器を装着しながら
家庭で生活することが可能となった。
介護度の高い超重症児を在宅で育てる家族にとって、
継続的で濃厚な医療を必要とすることは、身体的・精神的・経済的負担は大きい。そこで
支援体制の１つに訪問看護がある。訪問看護師は、子どもや家族のよりよい療養環境を提
供できるようにコーディネーターする役割がある（横尾他，2005；Ito，1999）
。
しかし、2010 年度の静岡県訪問看護ステーション実態調査（2011）によると、県内 123
か所の訪問看護ステーションを対象に調査した結果、対象者別対応状況をみると、悪性新
生物に対して 119 カ所（96.8％）とほとんどのステーションが対応をしているが、小児に
ついては、73 カ所（59.4％）と対応している訪問看護ステーションは少ない。1 歳未満か
ら 15 歳までの年齢別でみると、１～6 歳が最も多く、68 件（59.4％）であった。難病に
おいては小児の場合、13 件（1.1％）である。
また、田口（2005）の研究報告では、ある県における小児訪問看護の実態調査において
も、小児訪問看護実施経験がある訪問看護ステーションは 46.3％である。その訪問看護ス
テーションを利用者の開始時の年齢で、１～５歳が最も多く、53.2％であった。訪問回数
は１回／週が半数を占める。主な疾患は、
「先天異常」43.1％、
「脳性まひ」20.7％、
「低出
生体重児」
「脳・神経疾患」8.6％、
「呼吸器系疾患」6.9％であった。主な看護内容は、
「家
族指導・相談」
「吸引」
「排泄介助」
「人工呼吸器の管理」
「入浴介助」などである。小児訪
問看護師が困難を感じることでは、
「小児看護技術」が 52.0％と最も多く、次いで「患児
の病状把握」40.0％、
「地域の支援体制」
「家族のサポート」
「親とのコミュニケーション」
それぞれ 36.0％である。これらのことにより、小児訪問看護は、長期間関わる上、成長・
発達の変化に応じた看護、小児看護の専門性、また呼吸器ケア等の高度な医療知識・技術
や遊び等が求められるので、スタッフ教育が必要であると述べている。
家族側は、継続的濃厚な医療を必要とし、介護度の高い超重症児を在宅で育てる家族の
身体的・精神的負担は大きく、
介護の継続は家族の負担の上に成り立っている状況である。
レスパイトサービスをうまく利用できてないケースも多く報告されている（山田他，
－
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2011；谷口他，2010）
。本来の訪問看護は、日々の訪問から変化する病状を把握し、迅速
に対応し、受診・入院などの判断だけでなく、家族の体調に配慮する役割があるが、母親
の育児能力不足から在宅療養を断念するケースや、介護の抱え込みが強く、訪問に展開で
きないケースもある。
訪問看護における研究においては、地域性により制度や風土、習慣に違いがみられるた
めに、研究においても地域を限定した調査が多い。

Ⅵ．幼稚園・学校における医療的ケアの現状
中垣他（2007）の養護学校における医療的ケアに関する動向研究では、医療技術の進歩
や医療機器の開発に伴い、周産期に亡くなる子どもの数が減少し、障がいや疾病をもった
子どもが増加し、普通学校へ進学を希望する親も多くなり、呼吸器を装着しながら、医療
的配慮を必要とする子どもが普通学校への通学もみられるようになったと報告された。現
状のようになるまでには、社会的背景や考え方の変化があった。かつては、障がいをもつ
子どもの教育において、就学猶予免除により医療的ケアが必要とされる障がいをもつ子ど
もへの教育は制約されていた。1979 年、国は養護学校の義務制を実施したが、医療的ケア
が必要な子どもを無理に通学させることは危険であり、訪問教育にすべきであるという考
え方が、
教育や医療現場の中心であった。1980 年代に普及したインクルージョンの概念は、
生活年齢に相応する普通教育の環境を保障することに影響した。現在の看護師配置前は、
医療的ケアが必要な子どもの通学は可能であるが、そのケアは家族が付き添い、実施する
ことが条件であり、その家族が病気や疲労などの事情で学校に行けない日は欠席を余議な
くされ、子どもの教育を受ける権利、親子分離して精神的自立へ向かうための教育を受け
る権利を制限している。そこで、2003 年以降、文部科学省と厚生労働省が連携して非常勤
の看護師を配置するモデル事業を実施し、教育・医療・福祉における協力体制で整備され
たと報告された。
2007 年 4 月から学校教育法の改定により、盲・聾・養護学校が、障がいの種類別がな
くなり特別支援学校に変ったとともに、特別支援学校と普通学校の重籍も始まり、進級学
級なども始まった。また、特別支援学校は在籍する子ども（幼児児童生徒）に教育を施す
だけでなく、地域の幼稚園、小・中・高等学校に在籍する子どもの教育に関する助言・支
援、あらゆる「センター的機能」も担うと定義されている。従来の障がいに加えて、発達
障がいなどの子どもにも、地域や学校で総合的に全体的な配慮と支援をしていくことにな
った（下川，2007）
。
川口他（2008）の研究では、看護師は医療機関だけでなく、教育の場への医療的ケアの
看護提供するようになったが、
業務内容や雇用形態、
他職種との連携が重要課題となった。
主な業務は、慢性疾患「呼吸器疾患」
「心疾患」
「神経・筋疾患」が４～６割占める子ども
の「健康観察」
「医療処置」
「急変時の対応」が主たるものであると報告している。しかし、
子どもの基本的情報は個人情報の保護の観点から保護者からの提供でしかなく、医師の診
－
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療録や検査データ、投薬の種類や量、既往歴などの情報を利用できないにも関わらず、目
の前の子どもの健康状態を判断しなければならない。健康レベルが低下しやすい状態であ
ることは予測できるが、計画的に予防的ケアを行うことは困難である。非常勤である看護
師は担任や養護教諭など学内や主治医や親など学外での情報交換の学内委員会、カンファ
レンスに出席することは時間的に難しく、看護師個人の努力義務に任されている（山田，
2010）
。
2012 年 4 月から研修を受けた教員や養護教諭は、医療的ケアのうち、口腔・鼻腔の吸
引と経管栄養が出来るようになるが、不安なく実施できるように支援体制を整えていく必
要がある。また、障がいや疾患をもっていても教育を受ける権利を害さないため、行われ
る教育内容を看護師も理解した上で担任や保護者と十分な連絡・相談を行いながら安全・
安楽にケアや処置を行う必要がある。
しかし、親は、医療的ケアの施行者に教員や養護教諭、ヘルパーといった研修受講生よ
り、医師、看護師といった医療従事者の方が安心と思っている（安部他，2007）
。施行に
向けての当事者たちはそれぞれに不安があるが、今後の動向に注目したい。また、卒業後
は医療的ケアを含め子どもを在宅や施設で受け入れ可能なところが、どう対応するかにつ
いても、今後の動向に注目していきたい。

Ⅶ．医療的ケアを必要とする障がいや疾患をもつ子どもや家族の現状
低年齢で複雑なニーズを持ちながら在宅生活を行っている家族は増加している。医療的
ケアが必要な在宅療養生活の家族についての研究は、米国においては、家族の心理的スト
レスの調査（Leonard，1993）や、家族の強みや資源の調査（Youngblut，Brennan＆Swegart，
1994）が報告されている。わが国でも在宅療養生活をする子どもをもつ母親をサポートす
る社会資源として、特別支援学校などの学校教育、通所施設、訪問看護、レスパイトケア、
受診、入院時の助言や指導などがある（長谷，2010）
。また、父親の協力、友人からのサ
ポートなども負担を軽減させるといわれている（田中，2008）
。中でも父親のサポートが
最も母親のストレス軽減に効果がある（Barbarian 他，1985）
。しかし、母親はサポート
を得たいと思う指標に、自己の体調不良や日常的対処方法として合間を見つけて体を休め
るなどの自助努力が中心であり、体調変化が自覚しにくい状況である。家族の介護の負担
も長期期間にわたり、介護に拘束される負担が続けば、介護者が身体的にも精神的にも限
界に達し、在宅療養生活が破たんすることが予測される（宮谷他，2004）
。Harris and
McHale（1989）の研究では、子どもの障がいの種別や程度と家族のストレス量の関連に
ついて、ケア要求度や障がいのレベルの重さと家族のストレス量や母親の抑うつ度が高く
なると報告している。医療機器に依存している子どもは、医療的ケアの内容は生命に直結
する行為があり、長期的で継続的な観察とケアが必要であるといえる。そんな状況の家族
の生活体験について内他（2003）は、家族の生活における頻繁な変化、不確実性と予測で
きないことを認識している。これでは家族の活動の制限において、QOL の保持は困難であ
－
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り、
子どもの状態変化や家族内のライフスタイル変化に気持ちがゆらぐと述べられている。
また、田中他（2008）の研究では、障がいをもった子どもの父親は困難が生じても他者
に相談せず、夫婦で育児を抱え込むことが多いため、父親は母親とは異なる視点で、自分
なりに育児の方策を見出し、子どもの反応を捉えながら関わっており、父親自身の子ども
の捉え方や、気づきを支える支援が重要と考えられたと述べられている。
小宮山他（2008）は、在宅療養生活は、入退院を繰り返す障がい児の療養を通して家族
間の深まりがみられたが、同胞が嫉妬感・被害者意識をもつというマイナスの影響もみら
れる。その状況を母親は介護に手がかかり、障がい児の同胞に対して我慢させている行動
面や心理面への影響がおこっていることを十分に認識しているがゆえに、罪悪を感じてい
る。しかし、その状況に不満を言わない優しくいい子に育っていることに、日常的に助け
られているというアンビバレントな感情があると述べられている。また、親の死後や親の
高齢になった時に障がい児を施設に預け、同胞に負担がかからないようにしたいと多くの
親は思っており、親も同胞も将来の不安が軽減されるような社会制度や家族支援、ボラン
ティア組織といったシステムの構築を望んでいる。
平林他（2007）は、在宅療養を行う子どもの家族の生活の落ち着きまでの過程について、
在宅移行初期は指示や指導であり、模索・調整期は判断の保証や情報提供、個別化された
生活調整期には社会的資源を中心とした多様な情報提供や家族の療養方法の保証が必要で
あると述べられている。しかし、家族の支援の実態では、医療的ケアが多く、発達や病状
といった複雑な障がい児は、保健・福祉の満足度は負の相関であり、家族のニーズに合わ
せて情報を提供し、ケアへの参加を促す支援が必要である（扇野他，2007）
。その役割と
して家族は看護師への相談を希望している。在宅療養児の家族に対する医療機関と訪問看
護ステーションにおける連携の重要性であり、予防的看護からターミナルに至るまでサー
ビスの質・量ともに充実することは家族のケア能力をより促進し、安定した生活を送るこ
とができる（日本訪問看護振興財団，2002；江草，2003）
。

Ⅷ．医療的ケアを必要とする障がいや疾病をもつ子どもや家族から見たソーシャル・サポ
ートの現状
高橋（2011a）は、障がいのある人が地域で暮らし、社会に参加するといったインクル
ージョンの概念が重視される中で、医療的ケアを要する重度・重複障がいのある人へサポ
ートを促進していくことは、大きな課題である。その促進を行う要件に「地域でのサポー
ト資源の充実」
、
「生活背景を見据えた全人的なケアの必要性」
、
「ケアを必要とする人と地
域住民との関わりの促進」があると報告している。過去 10 年間で、厚生労働省、文部科
学省を中心に、漸次的に各機関の連携体制の構築や条件整備を行っているが、地方公共団
体によって条件整備の状況が異なり地域差がある。先行研究の多くは、行政職員、医療従
事者、ソーシャルワーカーなどの専門職間の連携だけでなく、地域住民といった非医療従
事者による社会的サポート面での関与について示唆されている。地域住民やボランティア
－
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などが拠点づくりやホームページなどの情報提供に関与できる可能性も考えられる。この
際に、ケアを必要とする人のニーズをボランティアセンターなどに伝える双方向の情報伝
達が必要となる（高橋，2011ｂ）
。しかし、個人情報の保護の観点から連携は難しく、家
族からの情報に頼るところが多い。
家族のサポートニーズは、家族の心身の負担・生活面への支援、利用しやすいサービス
体制、重症心身障がい児に対応できる子どもを安心して任せられるサービス、支援につい
ての情報提供・コーディネーター、子どもの成長発達・社会参加への支援であった（丸山，
2009）といったハード面の支援への期待が大きい。また、社会資源を利用する上で、必要
な情報が入手しにくい状況や、制度やシステムに制約があり、柔軟性に欠けている。そこ
で家族は、相談相手や情報源として同じ疾患や障がい、同じ医療的ケアを必要とする家族
同士の交流が有効活用しやすいソフト面の支援を活用するか否かは、家族が社会参加の出
来る環境に左右される。しかし、情報の内容には専門的技術や知識を必要としていること
もあり、看護職に相談者として求めている。そこで、看護職者が、家族のニーズを把握し、
評価・調整する存在であることを自覚し、関係機関や関係職種に働きかけ、支援の工夫を
進めていくことが必要である（塩川他，2006）
。子どもの成長発達の視点、同胞を含めた
家族を包括的に支援するために、それぞれの専門家が連携・協働しながら個別的な支援を
継続して行う必要が示唆されている（矢田他，2006）
。Seltzer＆Krauss（1989）は負担
の軽減に福祉関係者などのフォーマルサポートよりもインフォーマルサポートが有効であ
ると述べている。
経済的支援の視点では、社会福祉サービスでは子どもの場合、社会手当が中心で、利用
時の応益負担分について、
生活保護制度による生活扶養や介護扶養で補足する場合がある。
（中略）医療の場合には、障害者自立支援法の下での医療保険適用については、自立支援
医療として原則 1 割負担の応益負担が求められる。その他の場合には、障がい児医療とし
て同一診療機関・診療料利用の場合には、原則として月額 1,000 円の負担が上限となって
いる。
（和田，2008）
。医療的ケアに必要な衛星材料については、養育上必要な材料と同じ
扱いであるため、健康な子ども以上に費用はかかる。たとえば、イリゲーターは幼児用食
器と同じ扱いである。
子どもや家族は、成長とともに変化していく中で、生きていくための物品や人材、社会
保障、養育環境と幅広く支援が必要であり、それに対応して行っている。小児でも将来成
人に移行する際に、医療や福祉、支援、就労、教育などスムーズにできるよう包括的支援
としてのコーディネーターが必要になっている。

Ⅸ．文献検討のまとめ
高度な医療技術の進歩に伴い、新生児の死亡率が減少し、長期 NICU 児が増加した。そ
のため NICU 機能を果たせず、人工呼吸器や吸引、経管栄養といった高度な医療的ケアの
まま在宅療養へ移行している。在宅では主に母親が医療的ケアを行い、常に状態が変化し
－
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不確実性と予測できない状態で介護や育児を行っている。介護に対する負担は大きく、医
療的ケアを必要とする子どもやそのきょうだいといった家族もストレスの中で生活して
いる。介護の負担軽減として、訪問看護、レスパイト施設、通所施設、教育といったハー
ド面の支援はあるが、小児であること、重複障がいが多いこと、法的制約が複雑であるこ
との理由で利用しづらい状況である。ソフト面の支援ではピアカウンセリングとして、同
じ疾患や障がいをもった家族同士の交流があるが、自助努力に頼るところが多い。
医療的ケアが必要な子どもの母親は、困難な状況でも、在宅生活を送っている現状に注
目した。そこで研究の動向として、2000 年に入り、厚生労働省や文部科学省から医療的ケ
アについての取扱についての告示が相次いであり、関心が高まった。主な研究内容は、ケ
アを必要とする家族や医療職の困難・不安、それを解決するための他職種との連携や協働
である。対象は小児全般（NIUC 児から 18 歳まで）であり、発達段階（新生児・乳児・
幼児・学童）に合わせて子どもを捉えるまでに至っていない。また、超重症児、準超重症
児といった子どもをもつ母親の在宅生活が出来ているという自信に関する研究は見当たら
なかった。この自信は、予測される状況を管理するのに必要な行動を計画したり、実行し
たりするための能力は自己効力感にかかわってくる。そこで、本研究では、母親の自己効
力感を保つ要因を明らかにしたい。

第 3 章 研究目的
Ⅰ．研究目的
高度医療といった急性期を脱したあとの在宅生活は、医療的ケアや養育を営みながら常
に変化し不確実性と予測できない日常生活を送らなければならない困難感がある。本研究
の目的は、医療的ケアが必要な子どもの母親の自己効力感が保てる要因は何であるかを明
らかにし、よりよい在宅生活を構築していくための示唆を得ることである。

Ⅱ．研究の意義
医療的ケアが必要な子どもの在宅生活を支えるための療育環境を整え、よりよい在宅ケ
アを構築していくために有用であると考える。

Ⅲ．用語の定義
自己効力感とは
Bandura（1977 年）は、社会的認知理論の中で、ある行動を遂行することに必要な自
信を「自己効力感」と表した。本研究では 障がいをもった幼児の母親が医療的ケアを含
めて自信をもって養育できることとした。
その自己効力感を高める情報源として、Bandura（1977 年）は 4 つ挙げている。本研
究では、以下を情報源として定義する。
①成功体験とは、ある行動がうまく行って成功感を感じたあとで、同じ行動に対する遂
－
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行可能感がもて、
「またできるだろう」という見通しがさらに高まるとする。
②代理体験とは、他者の行っている様を観察することで、
「これなら自分でも出来るだろ
う」と遂行可能感をもてるとする。
③言語的説得とは、
他者から
「あなたにはこれをやれることができる」
「よくできている」
と言われたり、認められたりすることで、遂行可能感をもてるとする。
④生理的感情的高揚とは、自己の生理状態を知覚し、情動的な喚起状態に知覚すること
で、
「これならばできる」と遂行可能感をもてるとする。

医療的ケアとは
感染症や基礎疾患等による子どもの病状変化への対応、日常生活において必要とされる
対応や処置、観察、吸引、経管栄養、気管切開チューブの管理や交換、服薬管理、通院お
よび受診の判断等、医療に関わるケアのこととする。

医療的ケアが必要な子どもとは
超重症児・準超重症児の判断基準に準じる 0～6 歳までの乳幼児とする。
「超重症児の判
定」とは、医療介護度の高い障がい児では、従来の重度心身障がい児の概念を超えるため、
東京小児療育病院の鈴木康之他（2008）による判定基準の各々の項目の介護スコア合計が
25 点以上で 6 カ月以上続く場合を超重症児といい、10～24 点は準超重症児という（様式
５参照）
。

第 4 章 研究方法
Ⅰ．研究デザイン
本研究は在宅生活で医療的ケアが必要な子どもに、家族の養育のもとに行われている現
状の中で、母親自身が自己効力感を保てる要因を明らかにすることであり、その特性を知
るための質的記述的研究である。

Ⅱ．研究対象
1）対象施設および親の会
通所および入所可能の児童施設、訪問看護ステーション、および親の会（ほあろは、虹
をかける会など）を対象とした。
2）対象者
在宅生活中の医療的ケアが必要な子どもをもつ母親。
3）除外対象者
体調不良や精神的不安定であることが予めわかっている母親。
－
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Ⅲ．研究期間
静岡県立大学看護学部倫理審査委員会の承認後から平成 25 年 1 月中旬まで実施。その
うち調査期間は、静岡県立大学看護学部倫理審査委員会の承認後から平成 24 年 9 月 30 日
までであった。

Ⅳ．手続き
1）施設との手続き
（1）対象条件を満たす施設に対して研究への協力を依頼した。
（2）対象施設の倫理審査委員会がある場合は、そこで承諾を得て、文書（様式１）で
同意を得た。
（3）対象施設の利用者の目の届くところに研究協力のチラシの掲示や配布（様式２）
を依頼した。
2）対象者との手続き
（1）研究者に連絡があった研究対象者に対して対象条件（様式５参照）の確認を行い、
研究目的・方法・倫理的配慮について電話または電子メールで説明し、同意を得た。
（2）対象者の都合をきき、面接の日程調整（時間・場所）を行った。
（3）面接の際、対象者に研究目的・方法・倫理的配慮について文書（様式２）及び口
頭で説明し、研究参加を文書（様式３）によって同意を得た。
（4）対象者に関する情報はインタビューガイド（様式６）に従って母親の語りの中か
ら情報を得た。

Ⅴ．データ収集法
1）面接によるデータ収集
面接時間は 30～60 分程度の予定で行い、インタビューは原則 1 回とした。インタビュ
ー内容は IC レコーダーに録音することを事前に説明した。インタビューの前に研究対象
者に基本的情報に関して対象者属性情報（様式４）超重症児の判定基準（様式５）を確認
した。
2）面接内容
半構成的面接及び構成的面接を行った。半構成的面接の内容は、①属性（様式４）②子
どもの状態、③子どもの療養上で困ったときの対応、④在宅生活を支えている資源やサー
ビスの活用状況、⑤母親自身の体調について工夫されていること、⑥母親自身のことで困
ったときの対応、⑦父親の育児・家事の協力状況、⑧家族（母子以外）のことで困ったと
きの対応、⑨母親の雇用からの支援状況、⑩在宅生活の開始直後から現在の間に心がけた
ことは何か等であった。

－
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Ⅵ．データ分析方法
音声データを逐語録として精読する。対象者ごとの逐語録のうち母親が養育状況や環境
などにおいて、意欲的に養育行動に繋がる内容の意味を理解できる単位をデータとし、そ
れぞれ類似した内容をまとめてコードを生成する。すべての対象者のコードを再度精読し
た上で、類似した内容ごとにサブカテゴリーを抽出し、さらに、カテゴリーを生成した。
さらに、カテゴリー間の関係性を検討し図を作成した。

Ⅶ．真実性の確保
真実性と妥当性を確保するために、研究者は研究前から研究全過程を通して質的記述的
研究の経験をもつ研究者の助言を得た。

Ⅷ．倫理的配慮
本研究は、平成 24 年 5 月 2 日の静岡県立大学看護学部倫理審査委員会の承認（研 24‐
06）を得て実施した。
1）対象施設において研究計画の説明を行い、倫理審査会がある場合はそこで承諾を得
る。対象施設の研究参加への同意は、文書への記名によって得た（様式１）
。
2）対象施設及び、親の会の協力の下、チラシ（様式２）を掲示または、配布し研究対
象者の募集をした。
3）研究者に連絡があった研究対象者に対して対象条件の確認を行い、研究目的・方法・
倫理的配慮について電話または電子メールで説明し、同意を得た。
4）対象者の対象条件を満たしても、研究の参加が時間的、精神的、身体的に負担とな
ると予測される対象者への依頼を避ける。以下の条件を考慮した。
（1）インタビュー時間の設定は研究対象者を優先的に配慮する。
（2）インタビューを途中でも中断することも可能であることを説明する。
（3）1 時間以上のインタビューになる場合は、研究対象者に 1 時間をめどに時間を告げ
る。
5）面接の際に対象者に対して文書（様式２）および口頭で、研究の目的・方法・倫理
的配慮について説明し、文書（様式３）を用いて同意を得た。
6）対象者への倫理的配慮として、参加は自由意志であること、面接には 1 回 30～60 分
程度を要すること、協力しない場合でも一切の不利益はないこと、同意した後でも協力
を中断できること、面接はプライバシーの守られる環境を用意すること、面接は録音さ
れること、話したくない内容は話す必要がないこと、面接途中でも中断が可能であるこ
と、研究は公表されること、個人が特定されないよう配慮すること、個人情報は適切に
管理されることを説明した。
7）様式４および５には、個人名や施設名は記号のみを記録する。また面接で知り得た
情報記録と同意書は別々の場所に保管した。
－
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8）対象者の属性情報は規定の用紙（様式４.５）の項目である、対象者の年齢・家族構
成・疾患や障がい名・医療的ケアの内容・社会資源の利用状況・医療介護度に限って収
集した。
9）規定の用紙以外に対象者の個人情報は記載せず、用紙のコピーおよび写しはとらな
いようにした。
10）研究に関する記録を閲覧するのは研究者と指導教員のみとした。
11）逐語録等の研究に関する紙資料は、すべて鍵のかかる場所で厳重に管理した。すべ
ての紙資料は研究終了後にシュレッターによって細断して破棄した。
12）音声・論文等のコンピューター上の情報は、８桁以上のパスワードによるロックを
かけた上で、１つハードディスクのみに保存する。データの保存に使用したハードディ
スクは研究終了後にランダムなデータを書き込み、物理的に破壊した上で破棄した。
13）本研究は修士論文として発表されること、学会発表や学会誌上へ発表する場合もあ
ることを、事前に伝え了承を得た。

第５章 結果
Ⅰ．研究対象者の背景
公募による研究対象者 10 名のうち、5 名の同意が得られ、インタビューを行った。同意
が得られなかった 5 名は、対象者ではなかった者が 3 名、日程や連絡調整がつかなかった
者が 2 名である。
研究対象者は 20～40 代の母親で、医療的ケアが必要な子どもの平均介護スコアは 25.8
点（SD30±27.2）あり、子どもの平均年齢は 4.6 歳（SD4.5±0.5）であった。母親は全
員専業主婦である。いずれも父親は同居していた。2 世帯家族は 2 組、単世帯家族は 3 組
であった。インタビューは 48 分から 80 分と幅があり、平均時間は 61 分（SD57±14.6）
であった（表 1）
。インタビューの場所はすべて、対象者の希望に沿って行った。
Ⅱ．医療的ケアが必要な子どもの母親の自己効力感とそれを保持しつづけるための自己効
力感
医療的ケアが必要な子どもの母親の自己効力感とそれを保持しつづけるため自己効力感
についてカテゴリー化を行った。医療的ケアが必要な子どもの母親の自己効力感では、２
のコアカテゴリー、3 のカテゴリー、14 のサブカテゴリー、163 のコードから構成された。
また、医療的ケアが必要な子どもの母親が自己効力感を保持しつづけるための要因では、
３のコアカテゴリー、6 のカテゴリー、14 のサブカテゴリー、の 140 コードから構成され
た。それぞれのカテゴリーをサブカテゴリー及びコードを用いて、それぞれのカテゴリー
を説明する（表 2）
。なお、記述にあたっては、以下コアカテゴリーを[ ]、カテゴリーを
《 》
、サブカテゴリーを〈 〉で示す。また、母親の語りを縮小文字で挿入し、意味がわ
かりにくいところは（ ）で言葉を補った。
－
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1）医療的ケアが必要な子どもの母親の自己効力感
医療的ケアが必要な子どもの母親の自己効力感として、[日々の生活の中からポジティブ
になれた]と[子どもと家族との関係から距離感を保てるようになった]の 2 つのコアカテゴ
リーが抽出された。[日々の生活の中からポジティブになれた]とは、母親自身が在宅生活
に慣れ、平穏な日々を迎え、前向きに物事を考えるようになったことを表す。 [子どもと
の関係から距離感をもてるようになった]とは、母親自身が無理なく家事や育児を行えたり、
子どものために頑張ったりして、母親にとってほど良い関係性なったことを表す（表２①参照）
。

表 2－①
医療的ケアが必要な子どもの母親の自己効力感
コアカテゴリー

カテゴリー

サブカテゴリー
病状が落ち着き平穏な日常である
在宅生活に慣れていった
子どもの医療的ケアをすることに

生活体験から徐々にでき
るようになってきた

余裕ができた
色んなことに挑戦できた
育児ができている実感がもてた

日々の生活の中
なんとかなっていると思う

からポジティブ

運がよかったと思う

になれた

障がいを受け入れ前向きになった
不安を考えないようにしている

今後について前向きに
考えるようになった

子どもや家族にできるだけのこと
をしてあげたい
今後は母親がやりたいことを表明
していく
母親が無理なく、楽できるように

子どもと家族と
の関係から距離
感を保てるよう
になった

在宅生活を無理しないが、
子どものために無理する
ほど頑張る

生活を整えている
子どものために無理をしている
子どもや家族の距離をほど良く保
つための努力も必要

－
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（1）[日々の生活の中からポジティブになれた]
コアカテゴリーの[日々の生活の中からポジティブなれた]については、
《生活体験から
徐々にできると思えるようになってきた》と《今後について前向きに考えるようになった》
の 2 つのカテゴリーで構成された。以下に 2 つのカテゴリーについて説明する。
①《生活体験から徐々にできると思えるようになってきた》
カテゴリーの《生活体験から徐々にできると思えるようになってきた》は、落ち着いた
生活の内容、在宅生活に慣れて余裕も出てきた内容、育児が出来ている実感や色んな体験
ができた内容であった。
カテゴリー《生活体験から徐々にできると思えるようになってきた》は〈病状が落ち着
き平穏な日常である〉
〈在宅生活に慣れていった〉
〈子どもの医療的ケアをすることに余裕
ができた〉
〈色んなことに挑戦できた〉
〈育児ができている実感がもてた〉
〈なんとかなって
いると思う〉
〈運がよかったと思う〉の７つのサブカテゴリーで構成された。
〈病状が落ち着き平穏な日常である〉は、子どもの病状の安定によって、在宅生活のリ
ズムがとれている内容であった。
〈在宅生活に慣れていった〉は、医療的ケア技術や在宅生
活が慣れてきて、急変時の対応も慣れた内容であった。
〈子どもの医療的ケアをすることに
余裕ができた〉は、医療的ケア技術や危機的状況に慣れて、余裕ができたという内容であ
った。
〈色んなことに挑戦できた〉は、医療的ケアによる外出や食事など制約が多いが、で
きることも多くあると知って挑戦したという内容であった。
〈育児ができている実感がもて
た〉は、医療的ケアが必要な子どもでも健常児と変らない育児が出来ていると母親自身が
実感をもった内容であった。
〈なんとかなっていると思う〉は、失敗したり、苦労もあった
りしたけど、乗り越えて現在のような生活になったことに納得している内容であった。
〈運
がよかったと思う〉は、思わぬ状況から奇跡的な展開になった内容であった。
〈病状が落ち着き平穏な日常である〉では、A は現在の在宅生活について次のように語
っている。
今、現在は病状が落ち着き、療養生活のリズムがとれている。（研究協力者 A ）

〈在宅生活に慣れていった〉では、B は在宅に向けた退院指導を受けた心境と今の心境
について次のように語っている。
私だって、看護婦さんじゃないけど、やりなさいって言われて、数回の指導を受けて、
真似できるようになった。初めての吸引は怖かったけど、なんどもやっているうちに慣
れて出来るようになった。（研究協力者 B）

〈子どもの医療的ケアをすることに余裕ができた〉では、Ｄは子どもの体調が悪化して
も、過去の経験からどう対応すればよいのかを知っていて、主治医ともうまくコンタクト
がとれている状況を次のように語っている。

主治医は、子どもの病状だけではなく、私の性格も分かっている方です。もう、4 年

－
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も診ているので、体調の変化の検討がつくようになり、悪化しても動揺しない。先生は
数値みて判断するけど、私は予測と判断ができる。（研究協力者Ｄ）

〈色んなことに挑戦できた〉では、Ｄは普段経口摂取することはほとんどないが、気ま
ぐれで経口摂取することもある体験を次のように語っている。
気管軟化症で胃ろうしているけど、食べさせるときもあります。もちろん口から出て
くる分もありますけど、気まぐれでアイスとか、飴とかあげます。（研究協力者Ｄ）

〈育児できている実感がもてた〉では、Ｃがきょうだいの世話を通して育児ができてい
ることを実感した体験を次のように語っている。
障がい児のきょうだいだけど、健常児のきょうだいと変わらない育児をしていると思
う。それぞれ性格も年齢もやり方も違うけど、普通に育児しているんだなぁーと実感し
ている。（研究協力Ｄ）

〈なんとかなっていると思う〉
ではＣは在宅生活の中で家族への負担も苦労もあったが、
ここまで生活できたことを次のように語っている。
家族みんなでがんばるだけ、なんとかなるしかないと思っている。（研究協力者Ｄ）

〈運がよかったと思う〉ではＡが体調不良でショートを予約したが、取れず困っていた
ときに通園施設からの情報でうまくレスパイトできた体験を次のように語っている。
通園利用していて、チャンスに恵まれたけど、通園がなければ、チャンスはない。
（研
究協力者Ａ）

②《今後については前向きに考えるようになった》
カテゴリーの《今後については前向きに考えるようになった》は、障がいの受容に関
する内容、子どもに対してやってあげたい内容、今後の決意表明の内容であった。また、
今後の不安要素を考えないようにしている内容もあった。
カテゴリー《今後については前向きに考えるようになった》は〈障がいを受け入れ前
向きになった〉
〈不安を考えないようにしている〉
〈子どもや家族にできるだけのことをし
てあげたい〉
〈今後は母親がやりたいこと表明していく〉の 4 つのサブカテゴリーで構成
された。
〈障がいを受け入れ前向きになった〉は、障がいを受容し、心身の苦労を乗り越えて、
覚悟もできたという内容であった。
〈不安を考えないようにしている〉は、今後在宅生活に
向けて不安要素はあるが、それらを考え込まないようにしている内容であった。
〈子どもや
家族にこうしてあげたい〉は、医療的ケアが必要な子どもだけでなく、きょうだいや家族
を大切にするために色んな事をしてあげたい気持ちがある内容であった。
〈今後は母親がや
りたいことを表明していく〉は、障がいを受容し、今後の在宅生活を送るにあたって母親
が臨む決意表明に関する内容であった。
〈障がいを受け入れ前向きになった〉では、Ｃは次のように語っている。
私も散々泣いて、色々言われ、イジイジもした、つらかった時期もあった。でもそれ

－
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を乗り越えてきた。(研究協力者Ｃ）

〈不安を考えないようにしている〉では、Ｂは次のように語っている。
将来の不安はあるけど、なるべくは考えないようにしています。考えると不安になる。
（研究協力者Ｂ）

〈子どもや家族にできるだけのことをしてあげたい〉ではＣは医療的ケアが必要な子ど
もとその弟の関係性を保っていきたい心情を次のように語っている。
兄のことを恥ずかしいとかイヤと思って成長して欲しくない。今の関係を大事にして
あげたい。（研究協力者Ｃ）

〈今後は母親がやりたいことを表明していく〉ではＣは障がいが無くなることはないか
ら、周囲の人々に分かってもらう努力していくことを決意表明している内容を次のように
語っている。
あなたが生んだから、あなたの責任でしょ！と言われちゃうと、五体満足で生んであ
げなくて、申し訳ないっていう気持ちになって、何も言えなくなる。そこで言えば、親
の我がままを言っているようにとられてしまうのでずっと何も言えなかった。でも最近
はこれではいけない、言わなければいけないと思うようになった。（研究協力者Ａ）

(2)[子どもや家族との関係から距離感を保てるようになった]
コアカテゴリーの [子どもや家族との関係から距離感を保てるようになった]につい
ては、
《在宅生活を無理しないが、子どものために無理するほど頑張る》で構成された。以
下、カテゴリーについて説明する。

①《在宅生活は無理しないが、子どものために無理するほど頑張る》
カテゴリーの《在宅生活を無理しないが、子どもために無理するほど頑張る》は、育児
や家事をなるべく楽をするが、生命の安全に繋がる肝心なことは頑張るほど無理している
内容であった。
カテゴリー《在宅生活を無理しないが、子どもために無理するほど頑張る》は〈母親
が無理なく、楽できるように生活を整えている〉
〈子どもの生活を守るために無理をしてい
る〉
〈子どもや家族との距離をほど良く保つための努力も必要〉の 3 つのサブカテゴリー
で構成された。
〈母親が無理なく、楽できるように生活を整えている〉は、在宅生活をサポートしてく
れる人の存在であったり、代用品を利用したりであったりと、母親自身が無理なく、楽で
きている内容であった。
〈子どものために無理している〉は、母親でしかできないことを頑
張っている内容であった。
〈子どもや家族との距離をほど良く保つための努力も必要〉は精
神的に子どもに密着するのではなく、母親自身楽しめる時間がもてるように家族の協力も
必要であるという内容であった。
〈母親が無理なく、楽できるように生活を整える〉ではＤは同居家族だけでなく、親戚ま
－
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でもが、医療的ケアを行い、同居家族が、育児や家事の全般を担って、母親自身をサポー
トしてもらった結果、楽できていると次のように語っている。
祖父母が家事や育児をやってくれていて、弟の世話もしてくれる。いとこのお姉ちゃ
んも世話してくれるので、すごく楽しています。(研究協力者Ｄ）

〈子どものために無理をしている〉ではＢは次のように語っている。
やっぱり（自分の）子どものためだから頑張っちゃうのかも知れない。（研究協力
者Ｂ）

〈子どもや家族との距離をほど良く保つための努力も必要〉では、Ｂは通園時間を利用
して自分自身のためにアクティブに活動できている内容を次のように語っている。
子どもだけに集中すると、ノイローゼになっちゃうから、離れる時間も必要だと思い
ます。だから、自分のために楽しめる時間が持てるように工夫しています。（研究協力
者Ｂ）

2)医療的ケアが必要な子どもの母親が自己効力感を保持しつづけるための自己効力感
医療的ケアが必要な子どもの母親が自己効力感を保持しつづけるための自己効力感とし
て、[子どもが愛しく思える]、[家族が支え合っている]、[社会とのつながり]の 3 つのコア
カテゴリーが抽出された。[子どもが愛しく思える]とは、子どもたちと成長を喜んだり、
苦しみを乗り越えたりして、子どもを愛しく思えてきた表れである。[家族が支え合ってい
る]とは、家族全員で支えあって、在宅生活が保持出来ている表れである。[社会とのつな
がり]とは、境遇者や社会一般に対する思いや気づきの表れである。
（表２-②参照）
。

表 2－②
医療的ケアが必要な子どもの母親が自己効力感を保持しつづけるための自己
効力感
コアカテゴリー

カテゴリー

サブカテゴリー
子ども達が喜んでいる姿をみて嬉し

我が子は他の誰よりも
子どもが愛しく

可愛くみえる

い
子ども達の成長が見られる喜び
子どもが可愛い

思える

苦しみをとってあげたい

安楽にしてあげたい
子どもを楽しませたい

家族が支え

世間一般と同じ家族の姿

合っている

がある

－

健常児と変わらない在宅生活
いつまでも家族と一緒に暮らしたい
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お願いするところがある

家族からサポート
されている

支えられ助かっている
母親以外の家族もできる

境遇者と比べて
気がついた

私だけじゃない
他と比べたら、他はもっと大変

社会とのつながり
社会に対して

分かって欲しい

望むこと

こうして欲しい

(1)[子どもが愛しく思える]
コアカテゴリーの [子どもが愛しく思える]は、
《我が子が他の誰よりも可愛くみえる》
と《安楽にしてあげたい》の２つのカテゴリーで構成された。以下に２つのカテゴリーに
ついて説明する。

①《我が子が他の誰よりも可愛くみえる》
カテゴリーの《我が子が他の誰よりも可愛くみえる》は、子ども達が喜んでいる姿みた
り、成長が感じられたりして、嬉しいという感情の内容であった。
カテゴリー《我が子が他の誰よりも可愛くみえる》は〈子ども達が喜んでいる姿をみて
嬉しい〉
〈子ども達の成長が見られる喜び〉
〈子どもが可愛い〉の３つのサブカテゴリーで
構成された。
〈子ども達が喜んでいる姿をみて嬉しい〉は、きょうだい間のやりとりできている場面
や子どもがニコニコと喜んでいる場面をみて、
母親が嬉しそうに話している内容であった。
〈子ども達の成長が見られる喜び〉は、きょうだいを通して子ども達や子ども自身が精神
的の成長していく姿をみることが出来、感じられた内容であった。
〈子どもが可愛い〉は、
子どもが愛しく、可愛いという気持ちになる内容であった。
〈子ども達が喜んでいる姿をみて嬉しい〉では、Ｄはただ子どものそばにいるだけで、
子どもが嬉しそうにしていることを次のように語っている。
子どもが一人になることはない。いつも誰かそばにいます。隣で寝ているだけで、す
ごく喜びます。（研究協力者Ｄ）

〈子ども達の成長が見られる喜び〉では、Ｃは年長の我が子が、他児の年少の子ども達
にわがままを言わずに見守っている姿を見たときの様子について次のように語っている。
通園施設でも、大きいお兄ちゃんになってきて、年下の子をじっと見守ったり、わが
ままを我慢したり、することができて、とってもお兄ちゃんぶりを発揮して、成長して
いると思う。（研究協力Ｃ）

〈子どもが可愛い〉では、Ａは我が子が可愛いことが、すべての原動力であると次のよ
－
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うに語っている。
こんなに私（母親）ががんばっているのは、子どもが可愛いからに決まっている。他
に理由はない。それだけで十分です。（研究協力Ａ）

②《安楽にしてあげたい》
カテゴリーの《安楽にしてあげたい》は、医療的ケア導入前の子どもの苦しみを排除し
てあげたいや医療的ケア導入後の子どもの楽しみを失いたくない気持ちの内容であった。
カテゴリー《安楽にしてあげたい》は〈苦しみをとってあげたい〉
〈子どもを楽しませた
い〉の２つのサブカテゴリーで構成された。
〈苦しみをとってあげたい〉は、生きるための呼吸や栄養摂取方法が医療的ケアという
手段を選択した理由の内容であった。
〈子どもを楽しませたい〉は、健常児と違って医療的
ケアになったけど、子どもの食べる楽しみや遊べる楽しみをもってもらいたいという母親
の気持ちの内容であった。
〈苦しみをとってあげたい〉では、Ｃは人工呼吸器を決断する際に強く思ったことを次
のように語っている。
人工呼吸器つける頃には、この苦しみが取れるなら、つけて欲しいとまで思った。
（研
究協力者Ｃ）

〈子どもを楽しませたい〉では、Ｂは胃ろうからミキサー食を摂取していても、食事の
見た目や味の楽しみを失って欲しくない気持ちを次のように語っている。
（たとえミキサー食でも）口からあげて、食べる楽しみを持っていて欲しいと思しま
す。（研究協力者Ｂ）

(2)[家族が支え合っている]
コアカテゴリーの[家族が支え合っている]は、
《世間一般と同じ家族の姿がある》と《家
族からサポートされている》の２つのカテゴリーで構成された。以下に２つのカテゴリー
について説明する。

①《世間一般と同じ家族の姿がある》
家族の支え合っているものの中には、
《世間一般と同じ家族の姿がある》という内容に関
するものであった。それは、家族と一緒に過ごすという普遍的な気持ちの内容であった。
カテゴリー《世間一般と同じ家族の姿がある》は、
〈健常児と変わらない在宅生活〉
〈い
つまでも家族と一緒に暮らしたい〉の２つのサブカテゴリーで構成された。
〈健常児と変わらない在宅生活〉は、特別なことでなく、健常児でも誰でも同じように
生活している内容であった。
〈いつまでも家族と一緒に暮らしたい〉は、家族の中で子ども
を育てていきたい内容であった。
〈健常児と変わらない在宅生活〉では、Ｅは子どもを通して母親自身が成長していくと
－
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ころはどの親も同じであり、自分自身の成長も嬉しく思っている内容であった。
健常児のお母さんが学習するのと同じですね。私なりに知恵もつき、“楽しいなぁ”
って思わせたり、ご褒美をあげたり、色々工夫してできるようになりました。（研究協
力Ｅ）

〈いつまでも家族と一緒に暮らしたい〉では、Ｂは子どもの死を通して、生きている幸
せを感じ、このままずっと子どもと過ごしたい気持ちになったことを次のように語ってい
る。
身近に亡くなっていった友達とか、生当たりしているので、こうして、そばにいてく
れることがすごく幸せなことだと思います。何度か、入院やショートでそばにいない時
もあったけど、やっぱり、寂しくて、何とも言えないほど変でした。どんなに大変でも
可愛いので、このままずっとそばにいて欲しい。(研究協力Ｅ)

②《家族からサポートされている》
カテゴリーの《家族からサポートされている》は、母親がお願いしたり、お願いしなく
ても助けてもらったりして、母親以外の家族から子ども達の世話や家事、医療的ケアがで
きるという内容であった。
カテゴリー《サポートされている》は、
〈お願いするところがある〉
〈支えられ助かって
いる〉
〈母親以外の家族もできる〉の 3 つのサブカテゴリーで構成された。
〈お願いするところがある〉は、父親や祖母、ベビーシッターにお願いできる相手がい
るという内容であった。
〈支えられ助かっている〉は、家事や育児、医療的ケアを助けても
らっていることに感謝している内容であった。
〈母親以外の家族もできる〉は、父親やきょ
うだい、親戚が世話や医療的ケアができているという内容であった。
〈お願いするところがある〉では、Ａはお願いできる相手の選択理由を次のように語っ
ている。
（日中は）仕事に出ている主人より、家にいる祖母にお願いすることの方が多い。
（研
究協力者Ａ）

〈支えられ助かっている〉では、Ａは周囲のサポートによって生活ができていることを
次のように語っている。
私（母親）一人では無理、周囲の人たちに支えられている生活です。その支えはこと
ばかけであったり、手を差し伸べてくれたりだったりですが、その支えがどれ程ありが
たく、感謝している。（研究協力者Ａ）

〈母親以外の家族もできる〉では、Ｄは祖母やいとこまでもが世話や医療的ケアができ
ることを次のように語っている。
手伝ってくれるのは、おばあちゃんだけでなく、いとこのお姉さんも同様に（医療的
ケアが）一通りできる。（研究協力Ｄ）

－
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(3)[社会とのつながり]
コアカテゴリーの [社会とのつながり]は、
《社会に対して望むこと》と《境遇者と比べ
て気がついた》の 2 つのカテゴリーで構成された。以下に 2 つのカテゴリーについて説明
する。

①《社会に対して望むこと》
カテゴリーの《社会に対して望むこと》は、世間や社会、周囲の人に対して、子どもの
生活を知ってもらい、分かってもらいたい気持ちの内容であった。
カテゴリー《社会に対して望むこと》は、
〈分かって欲しい〉
〈こうして欲しい〉の 2 つ
のサブカテゴリーで構成された。
〈分かって欲しい〉は子どもやその家族の生活を分かってもらいたい内容であった。
〈こ
うして欲しい〉は、具体的なフォローの内容であった。
〈分かって欲しい〉では、Ｃは医療的ケアや家族の生活の大変さを分かってもらいたい
ことを次のように語っている。
育児って大変だとわかって欲しい。せめて、在宅で障がい児を看ている家族の状況を
（訪問看護師に）知っていて欲しい。家族の中にいて、この子であって、大変だけど、
平穏な日常に関する支援よりも、いざっていう時の家族の支えが大事だと思う。（研究
協力者Ｃ）

〈こうして欲しい〉では、Ｃは限られた施設で限られたベッド数しかない現状で、弟の
出産のために、我が子以外の子どもの利用の制限を掛けてしまった。だからもっとベッド
数を増やしてほしいことについて次のように語っている。

弟を生んだときも〈中略〉他の方が（施設の利用を）遠慮してくれて、（私家庭の都
合で利用できなくなって）申し訳ないと思う。年末の忙しいときに利用したい方も多い
時に独占しちゃった。申し訳ない。だからこそ、もっとベッドの数を増やして欲しい。
（研究協力Ｃ）

②《境遇者と比べて気がついた》
カテゴリーの《境遇者と比べて気がついた》は、他の子どもをもつ母親やもっと重症度
の高い子どもをもつ母親と比べたら、母親は頑張れるという内容であった。
カテゴリー《境遇者と比べて気がついた》は〈私だけじゃない〉
〈他と比べたら、他は
もっと大変〉の 2 つのサブカテゴリーで構成された。
〈私だけじゃない〉は、同じ体験者の話しを聞たり、見たりしたときに母親自身の励み
になっているという内容のものであった。
〈他と比べたら、他はもっと大変〉は、医療的ケ
アの種類、看護師、健常児と比べたら、違いがあるとわかったという内容であった。
〈私だけじゃない〉では、Ｂは障がいの受容過程で色んな人に会って頑張れるようにな
－
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ったことを次のように語っている。
生まれた時はなにも（障がいが）なくて、徐々に病状が進行していき、徐々に重度に
なっていくことを実感していきました。そんな中でも色んなお母さん方と話をして私だ
けががんばっているわけじゃないって知って、かんばれるようになった。
（研究協力Ｂ）

〈他と比べたら、他はもっと大変〉では、Ａはより重症度の高い子どもを見たＡはまだ
大変ではないと実感したことを次のように語っている。
うちの子は医療的ケアがあっても、他の子の方がよっぽど手が掛かる、大変な方がい
ることを知っている。（研究協力者Ａ）

Ⅲ．概念図からカテゴリーの関係
各カテゴリー間に関係を検討した結果、図 1 のようになった。
母親の自己効力感には、[日々の生活の中からポジティブになれた]と[子どもや家族との
関係から距離感を保てるようになった]がある。[日々の生活の中からポジティブになれた]
は、母親の心情そのものであり、[子どもや家族との関係から距離感を保てるようになっ
た]は、保持できている自己効力感を直線的につながって、自己効力感を高めている。
医療的ケアが必要な子どもの母親が自己効力感を保持しつづけるための自己効力感は、
困難な在宅生活の中では、いつ破綻しても不思議ではない状況であり、まるでバルーンの
ようなものである。[子どもが愛しく思える]は、病状が安定していても、急変する危険は
あり、その中で生きる子どもの姿が愛しく思え、母親として自己効力感を保持させるもの
となった。[家族が支え合っている]は、医療的ケアによる家族の生活には制限が伴い、ス
トレスを感じることも多いが、今は理解があって、協力しあって、保持できている。[社
会とのとながり]は、境遇者や世間一般のつながりの中で母親自身がわかったことやわか
って欲しいことがあるが、それは母親の一方的な心情に過ぎなく、双方が直線的に繋がっ
ていない関係である。

第 6 章 考察
Ⅰ．医療的ケアが必要な子どもの母親の自己効力感の要因とそれを保持しつづけるため自
己効力感の要因
1)医療的ケアが必要な子どもの母親の自己効力感の要因
子どもの育児、在宅生活、また障がいの受容と大きな困難感を徐々に乗り越えて、現在
に至る様子について語った。これは[日々の生活の中からポジティブになれた]や[子どもや
家族との関係から距離感を保てるようになった]というコアカテゴリ－にあるように突然
できたものではなく、
《生活体験から徐々に思えるようになってきた》結果として、現在《今
後について前向きに考えるようになった》ことや母親とその家族、子どもとの距離感につ
いて手さぐりだったことが、ほどよく《在宅生活を無理しないが、医療的ケアは無理する
ほど頑張る》程度になってきたことであると考える。
－
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Bandura は効力の信念は 4 つの主要な過程を経て、人間の機能を支配していると述べて
いる。その 4 つの過程を先行要件とし、比較検討した。
《生活体験から徐々に思えるようになった》は Bandura による 4 つの過程のうちの“認
知的過程”と“動機づけ過程”を含んでいる。
“認知的過程”とは生活に影響を及ぼす事柄
を予測し、その内容のシナリオを描き、目的をもって、コントロールするものである。こ
れは、
〈病状が落ち着き平穏な日常である〉
〈在宅生活に慣れていった〉
〈色んなことに挑戦
できた〉
〈育児できている実感がもてた〉
〈運がよかった〉に該当する。また、
“動機づけ過
程”とは母親ができることに関して信念を形成し、見込みのありそうな結果を期待する行
為の方向性を計画するものである。これは、
〈子どもの医療的ケアをすることに余裕ができ
た〉
〈なんとかなっていると思う〉に該当する。これは、将来の予測が予測通り事柄が進ん
だことに対しての評価であると考える。これらの日々繰り返される成功体験や生理的感情
的高揚によって強化されたと考える。
《今後について前向きに考えるようになった》は Bandura による 4 つの過程のうちの
“情緒的過程”を含んでいる。
“情緒的過程”とは脅威を常に警戒したり、心を乱すような
考えを思い浮かべたりしないことである。これは、
〈障がいを受け入れ前向きになった〉
〈不
安を考えないようにしている〉
〈子どもや家族にできるだけのことをしてあげたい〉
〈今後
は母親がやりたいことを表明していく〉に該当する。母親は信念をもつまでに至る過程に
おいて、失敗体験や不安や、劣等感、自責などもつこともあったが、過去は変えられない
以上は発展的に行動や感情を成功体験や生理的感情的高揚によってコントロールできてい
ると考える。
《在宅生活を無理しないが、医療的ケアは無理するほど頑張る》は Bandura による 4
つの過程のうちの“選択の過程”を含んでいる。
“選択の過程”とは母親に役立つ環境を作
り出し、
日々生じる出来事をコントロールしていく過程である。
これは、
〈母親が無理なく、
楽できるように生活を整えている〉
〈子どものために無理をしている〉
〈子どもとの距離を
ほど良く保つための努力も必要〉に該当する。これは母親自身のライフスタイルに合わせ
た環境づくりで、育児や家事は委託できることは委託し、子どもに関して自分でやりたい
ことは実行するといった代理体験、言語的説得、成功体験、生理的感情的高揚によって強
化されたと考えられる。以上のことから医療的ケアが必要な子どもの母親の自己効力感の
要因は先行文献との比較から妥当な内容であると考える。
2) 医療的ケアが必要な子どもの母親が自己効力感を保持しつづけるための要因
母親は子どもへの愛情、
家族の協力、
障がいをもった子どもの母親との繋がりを通して、
自己効力感を高めていると考える。対人スキルの向上は積極的な行動を促し、情緒的な安
定をもたらす効果がある
（坂野 2002）
。
その効果として困難感や不安感の緩和につながり、
母親自身の自己効力感が保つことができていると考える。これは[子どもが愛しく思える]
や[家族が支え合っている]、[社会とのつながり]のコアカテゴリーにあるように緩和してく
－
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れる対象が、子どもであったり、そのきょうだいであったりする。また、同居家族や別居
家族、時には家族以外の者が母親の情緒的安定をもたらし、自己効力感を保持しつづける
ための要因の対象となった。
母親は、日々の困難な養育の過程を通し、子どもに対する愛着を再形成していくが、そ
の過程が困難に満ちているだけに、そこで形成される子どもへの愛着は大変強いものとな
る（足立 1999a）
。養育の過程で形成される子どもへの愛着は、母親行動の形成と維持・
強化に肯定的に作用し、
「母親となること」
、また「母親であること」のために促進的に働
く（足立 1999b）
。本研究では、子ども達の姿や成長を喜ぶ《我が子は他の誰よりも可愛
くみえる》は「母親となる」に該当し、母親として子どもを《安楽にしてあげたい》は「母
親であること」に該当すると考える。母親は子どもを通して、自己効力感を保持しつづけ
るための要因として、主に生理的感情的高揚、代理体験、成功体験、言語的説得によって
高められたと考えられる。
ソーシャル・サポートは、情緒的に支える情緒的サポートと問題解決に関する道具的サ
ポートの 2 つに大きく分けられる（Blau1981；Fenlason＆Beehr1994；Thoits1982）
。そ
こで本研究では、コアカテゴリー[家族が支えあっている]をソーシャル・サポートと照ら
し合わせ考えると、
《世間一般と同じ家族の姿がある》は情緒的サポートに該当し、健常児
と変わらない家族やいつまでも家族と暮らしていきたい心情は、母親が家族に対して遠慮
なく、悩み事を相談できる情緒の安定をもたらす生理的感情的高揚を招いている。また、
《家族からサポートされている》は道具的サポートに該当し、母親の生活を支えるのに有
益なものである。母親は遠慮なく援助を求めることができる対象が存在し、その援助を通
して代理的体験や言語的説得、生理的感情的高揚を促進している。それぞれのサポートは
与える人が適切であったときその有効性が発揮すると考える。
更にサポートの視野を拡げると、ソーシャルサポート・ネットワークが形成される。本
研究では、コアカテゴリー[社会とのつながり]の《境遇者と比べて気がついた》に該当す
る。それは、ソーシャルサポート・ネットワークが形成される３つの条件に当てはまる（足
立 1999ｃ）
。①子どもが類似した障がいをもっている。これは医療的ケアが必要な子ども
をもつ母親という点では類似している。②子育てや教育に対する考えが類似している。こ
れは、本研究の対象が幼児期の母親であり、母親にとってライフステージが育児期に相当
し、同じ年頃の子どもの母親であるという点では類似している。③人間関係を維持してい
く上での共通したモラルを有する。このコアカテゴリーは、[子どもが愛しく思える][家族
が支え合っている]コアカテゴリーと違って距離感をもってコントロールしない範囲で関
係性を保っている。
しかし、
《社会に対して望むこと》ではソーシャルサポート・ネットワークの条件に該当
しない。
〈分かって欲しい〉や〈こうして欲しい〉は母親の一方的な思いであり、困難な生
活の中で良き理解者を募りたいという思いの表れでもある。それだけ過酷で限界な生活を
強いられている母親は、将来の展望としての発展的に《社会に対して望むこと》は、母親
－
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の自己効力感を保持つづけるための原動力にもなっていると考える。

Ⅱ．医療的ケアが必要な子どもの母親の自己効力感とそれを保持しつづけるための自己効
力感の関連性
医療的ケアが必要な子どもの母親の自己効力感とそれを保持しつづけるための自己効力
感は、母親自身とその周囲への環境をコントロールし、行動や感情に影響を与える予期機
能がある。この予期機能とは、ある行動がどのような結果を生み出すのかという“結果予
期”と必要な行動をどの程度うまく遂行できるかという“効果予期”の２つがある。
コアカテゴリー[日々の生活の中からポジティブになれた]と[子どもが愛しく思える][家
族が支え合っている]の関係には、
“結果予期”に該当し、母親自身が[日々の生活の中から
ポジティブになれた]に自己評価することが、障がいはあっても健康に在宅生活ができてい
る結果に満足し、[子どもや家族との関係から距離感を保てるようになる]で調整が図るこ
とができている。
母親は自尊心をもち、
障がいがありながらも支えてくれる人々が存在し、
それが心地よく在宅生活を送ることができている。
コアカテゴリー[日々の生活の中からポジティブになれた]と[社会とのとながり]の《境遇
者と比べて気がついた》の関係には、
“効果予期”に該当し、困難さのレベルを境遇者や支
援者の言語的・行動的能力を通じて、母親自身の養育ができるという信念の見通しの予期
ができている。その養育ができる見通しは、類似する場面や状況を越えて程度の広がりを
もっている。しかし、
《社会に対して望むこと》の間には、
“結果予期”も“効果予期”も
該当しない。これは、母親自身の行動や感情はあってもその周囲への環境までも調整を図
ることができていないために、今後の展望に対して《社会に対して望むこと》が先行して
いると考える。しかし、調整できたときは、母親にとって大きな支えの 1 つとなり、更な
る自己効力感を高めていく要因を含んでいる。そして、
《社会に対して望むこと》は母親自
身が〈分かって欲しい〉
〈こうして欲しい〉という気持ちは、分かってもらえた、こうなっ
たという気持ちに変化したときに成功体験や言語的説得、生理的感情的高揚を強化する要
因となる。
〈分かって欲しい〉
〈こうして欲しい〉という気持ちが、諦めや悲嘆につながら
ないためにも[社会とのつながり]の中に医療者による道具的サポートで、母親の生活を支
えるのに有益なものにしたい。母親にとって遠慮なく援助を求めることができる対象の存
在こそが、重要であると考える。

Ⅲ．小児在宅看護における示唆
母親の自己効力感は、[日々の生活の中からポジティブになれた]と[子どもと家族との関
係から距離感を保てるようになった]という内容があり、自己効力感を保持しつづけるため
の自己効力感として、[子どもが愛しく思える][家族が支え合っている][社会とのつながり]
という内容があることが明らかになった。母親は、時間の経過の中で自身の自己効力感を
養っていき、その成果を保持しつづけるための要因に子ども達や家族、境遇者の存在の調
－
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整が必要であった。
しかし、
一方で調整できない範囲で関係性を保っているものがあった。
それはソーシャルサポート・ネットワークである。これは類似する立場、考えがあっても
モラルに基づき、人間関係を維持していくために距離感をもっていた。在宅生活を支える
医療者は、母親が調整能力を身につけるまでの経過の中で、自己効力感の情報源も用いて
自己効力感を強化させていく働きかけが必要である。また、ソーシャルサポート・ネット
ワークの充実は、諦めや悲嘆につながらないために医療者によって、母親の生活を支える
のに有益なものにしたい。Beckman ら（1993）は、専門家がファシリテーターとなり、
母親たちが素直に自分の心情を吐露できるような雰囲気づくりを行い、母親たちから出さ
れた問題などを整理しながら話し合いを進めていくにあるように、母親のコンロール感を
促進するだけではく、母親にとって遠慮なく援助を求めることができる医療者の存在こそ
が、重要であると述べている。母親のコントロール感が養えるようにある程度の関係性を
保って支えていくことが大切である。

Ⅳ．研究の限界と意義
本研究は、質的記述的研究方法をツールとして研究を進めたが、研究者自身は初めて半
構造的面接を行ったため、研究対象者の思いや体験を十分に引き出せない可能性がある。
また、データを何度も精読したが、十分な解釈や分析に至っていない可能性もある。今後
も質的研究を積むことで、面接技術や分析技術を向上させていくことが必要である。
しかしながら本研究は医療的ケアが必要な子どもの母親にインタビューを行うことで、
小児在宅看護の支援の方向性について意義があったと考える。

第 7 章 結論
5 名の医療的ケアが必要な子どもの母親に自己効力感について、半構造的面接を行い、
質的帰納的に分析した。その結果、以下のような結果が得られた。

１．医療的ケアが必要な子どもの母親の自己効力感の要因には、[日々の生活の中からポジ
ティブになれた]とそれを調整する[子どもや家族との関係から距離感を保てるようになっ
た]のコアカテゴリーが抽出された。[日々の生活の中からポジティブになれた]は、
《生活体
験から徐々に思えるようになってきた》
《今後について前向きに考えるようになった》の 2
つのカテゴリーで構成された。[子どもや家族との関係から距離感を保てるようになった]
は、
《在宅生活を無理しないが、医療的ケアは無理するほど頑張る》で構成された。
２．医療的ケアが必要な子どもの母親の自己効力感が保持しつづけるための自己効力感に
は、[子どもが愛しく思える][家族が支え合っている][社会とのとながり]のコアカテゴリー
が抽出された。[子どもが愛しく思える]は、
《我が子は他の誰よりも可愛くみえる》
《安楽
にしてあげたい》の 2 つのカテゴリーで構成された。また、[家族が支え合っている]は、
《世
間一般と同じ家族の姿がある》
《家族からサポートされている》の 2 つのカテゴリーで構
－
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成された。この 2 つのコアカテゴリーは[日々の生活の中からポジティブになれた]と距離
感保っていた。さらに、[社会とのとながり]は、
《境遇者と比べて気がついた》
《社会に対
して望むこと》の 2 つのカテゴリーで構成され、[日々の生活の中からポジティブになれた]
とは調整できない範囲で関係性を保っていた。
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表１

研究対象者の属性

インタビュー
時間

年齢
（母親）

年齢
（子）

A

48 分

40 代

4歳

B

50 分

30 代

5歳

C

67 分

30 代

５歳

D

80 分

20 代

4歳

E

57 分

30 代

5歳

スコア

利用施設

身体
手帳

養育
手帳

あり

1級

A

あり

1級

A

夫（4 人）

あり

1級

A

夫（4 人）

あり

1級

A

あり

1級

A

準超重症児
11 点

準超重症児
11 点

超重症児
47 点

超重症児
29 点

超重症児
31 点

－

15 －

同居家族

夫・祖母
（5 人）

夫・祖父母
（６人）

夫（3 人）

きょうだい

就労

姉6歳

なし

兄8歳

なし

弟 4 歳、
胎児（12 月出産）

なし

弟2歳

なし

なし

なし

[家族一丸になる]
家族の変らない生活
サポートされている

[子どもへの愛情]
子どもっていいなぁ
安楽にしてあげたい

[視野を拡げた】
他を知ったら
望むこと

[距離感をもつ]
無理なく、無理する

[ポジティブ]
徐々になってきた
前向きになった

図１

医療的ケアが必要な子どもの母親の自己効力感とそれを保てる要因

－
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様式１

研究参加同意書（施設用）
（対象施設用

・

研究者控）

同意書
（

施

設

名

）は平成 24 年度静岡県立大学看護学研究科 修士論文「障がいをもっ

た乳幼児の医療的ケアに関する研究（仮）」について、研究計画書に基づく説明を受け、
以下の項目を了承した上で、研究の協力への参加に同意します。

１．研究の目的
２．研究の方法
３．対象者の参加は自由意志であること
４．対象者が協力しない場合でも一切の不利益はないこと
５．対象者は同意した後でも協力を中断できること
６．対象者が協力を中断する場合は、研究者に申し出ればよいこと
７．対象者への面接はプライバシーの守られる環境を用意すること
８．対象者は話したくない内容は話す必要がないこと
９．対象者の面接の途中でも中断が可能であること
10．研究は公表されること
11．研究に記載するのは対象者の年齢・家族構成・疾患や障がい名・医療的ケアの内
容等の最低限の情報のみとし、対象者および対象施設が特定されないよう配慮す
ること
12．個人情報は適切に管理されること

平成 24 年

月

日

施設名
同意者氏名（自筆）
上記の研究への参加について、私が説明いたしました。
説明者氏名（自筆）
－

i －

様式２

研究説明（対象者用）

障がいをもった乳幼児の医療的ケアに関する研究（仮）
研究協力のお願い

私は静岡県立大学看護学研究科において、大学院生として勉強しております。現在は障
がいをもつ子どもや家族が、自宅でどのように生活されているかを明らかにすることを目
的として研究に取り組んでいます。医療的ケアがあって療養環境が整わない方や育児協力
を得づらい環境の方に看護としてお役に立ちたいと考えております。
ご協力頂く内容は、30～60 分程度のインタビューにお答頂くことです。お伺いする内容
は、ご自宅の様子や療養の協力体制などです。そのとき思いついたこと、感じていること
など、どんなことでも構いませんので、お聞かせください。
この研究協力は、自由意志であり、途中での辞退することは可能です。また、一旦研究
に同意された後であっても、研究者にいつでも辞退を申し出ても構いません。ご協力頂け
ない場合の不利益は一切ございません。お話を聞かせて頂く際、プライバシーが守られる
よう配慮いたします。内容は録音させて頂きますが、研究によって知り得た個人情報につ
いて、一切他言いたしません。話したくない内容についても話す必要はありません。また、
いつでも中断しても結構です。論文にまとめる際は、個人名や施設名を記号化（A さんな
ど）し、特定されないよう配慮いたします。お話の内容の録音データや記録用紙、メモ等
の資料については、厳重に保管し、研究終了後は速やかに消去いたします。
以上の趣旨をご理解いただき、本研究にご協力頂きますよう、お願い申し上げます。本
研究に同意し、ご協力いただける方は、同意書に署名をお願いいたします。
平成 24 年
研究者：静岡県立大学看護学研究科 小児看護学専攻

大多和まき

℡054-264-5480 E‐mail ｙ11106@u-shizuoka-ken.ac.jp
指導教員：静岡県立大学看護学研究科
℡054-264-5485
E-mail

〒422-8526

教授

静岡市駿河区谷田 52-1

nakagaki@u-shizuoka-ken.ac.jp
－

中垣紀子

ii －

月

日

様式３

研究参加同意書（対象者用）
（

対象者用

・研究者控

）

同意書
私は平成 24 年度静岡県立大学看護学研究科 修士論文「障がいをもった乳幼児の医療的
ケアに関する研究（仮）
」について、別紙の文章に基づく説明を受け、以下の項目を了承
した上で、研究の協力への参加に同意します。

１．研究の目的
２．研究の方法
３．対象者の参加は自由意志であること
４．対象者が協力しない場合でも一切の不利益はないこと
５．対象者は同意した後でも協力を中断できること
６．対象者が協力を中断する場合は、研究者いずれかに申し出ればよいこと
７．対象者への面接はプライバシーの守られる環境を用意すること
８．対象者は話したくない内容は話す必要がないこと
９．対象者の面接の途中でも中断が可能であること
10．研究は公表されること
11．研究に記載するのは対象者の年齢・家族構成・疾患や障がい名・医療的ケアの内
容等の最低限の情報のみとし、対象者および対象施設が特定されないよう配慮す
ること
12．個人情報は適切に管理されること

平成 24 年

月

日

同意者氏名（自筆）
上記の研究への参加について、私が説明いたしました。
説明者氏名（自筆）

－

iii －

様式４

対象者情報記録用紙

秘
対象者属性情報記録用紙
施設名

（記号のみ記載）

様（

氏名（年齢）

歳

ヵ月）（記号のみ記載）

疾患や障がい名
医療的ケア

Ⅰ．運動機能：座位まで

（様式６）

Ⅱ．介護スコア

（

点）

家族構成
（家系図）
祖父母・年代・住居・
所属まで記入

利用している
施設や病院

総合病院・専門病院・児童施設・子育て支援センター・幼稚園・
保育園・その他（
第

）該当するものに○印とつける

週毎（月・火・水・木・金・土・日）
・不定期（

）

利用状況
治療・健診・療育・リハビリ・リフレッシュ・交流・情報収集・
と目的
その他（

）

身体障害者手帳（
お持ちの手帳

（

級）、

療育手帳（

度）、

愛の手帳

度）

その他手帳（

）、

お持ちでない、

わからない

記入日：平成 24 年
－

iv －

月

日

様式５

超重症児の判定基準（6 か月以上継続する状態の場合にカウントする）
Ⅰ．運動機能：座位まで
Ⅱ．介護スコア
呼吸管理

（スコア）
１．レスピレーター管理

＝１０

２．気管内挿管、気管切開

＝

８

３．鼻咽頭エアウェイ

＝

８

４．O２吸入または SaO２90％以下が 10％以上

＝

５

＝

３

＝

８

（＋インスピロンによる場合）（加算）
５．１回/時間以上の頻回吸引
（または 6 回/日以上の吸入）

（＝３）

６．ネブライザー常時使用

＝

（またはネブライザー３回/日以上使用）
食事機能

５

（＝３）

１．IVH

＝１０

２．経管、経口全介助（胃腸瘘、十二指腸チューブな

＝

５

＝

５

どを含める）
消化器症状の有無

姿勢抑制、手術などにもかかわらず内服剤で抑制でき
ないコーヒー様嘔吐

他の項目

１．透析

＝１０

２．定期導尿（3 回/日以上）
、人工肛門（各）

＝

５

３．体位交換（全介助）、6 回/日以上

＝

３

４．過緊張により 3 回/週の臨時薬を要するもの

＝

３

判定：Ⅰ＋Ⅱのスコアの合計 25 点以上＝超重症児とする
Ⅰ＋Ⅱのスコアの合計 10～24 点＝準超重症児とする
東京小児療育病院

－

v －

鈴木康之ら

様式６

インタビューガイド
①子どもの属性について
１．お子さんを紹介してください。
（児をどう捉えているのか探る）
２．様式４について伺う。

②子どもの生活環境について
１．様式５について伺う。
２．子どものことで困ったとき（体調不良、受診、療育上のことなど）
、どう対応していま
すか？
３．在宅生活を支えている資源やサービス（通園・ショート・交流会・親の会）を活用で
きていますか？

③母親について
１．あなた（母親）自身の体調管理はどのようにされていまですか？生活の中で工夫でき
ていますか？
例
・食事（食事時間・メニュー・調理時間の確保）
・睡眠
・疲労感
・介護時間
・身体的苦痛（腰痛・頭痛・めまい）
、受診の有無
・精神的苦痛（気分・気分転換の趣味の有無）、受診の有無
２．自分（母親）自身のことで困ったとき（体調不良、出張・仕事など）
、どのように対処
できていますか？

－

vi －

④母親のサポートの状況について
１．旦那さん（父親）は育児・家事分担はされていますか？
または、他に育児・家事の協力者はいますか？
２．家族（母子以外）のことで困ったとき（体調不良、行事、育児や夫婦仲など）
、どう乗
り越えていますか？
３．あなた（母親）が困ったとき、職場の方々からどのような支援を受けることができま
すか？

⑤養育意欲について
１．在宅生活の開始直後（退院されたとき）から現在の間に心がけたことは何ですか？

－

vii －

目次
様式１

研究参加同意書（施設用） ................................................................................... i

様式２

研究説明（対象者用）.......................................................................................... ii

様式３

研究参加同意書（対象者用） ............................................................................. iii

様式４

対象者情報記録用紙 ............................................................................................ iv

様式５

超重症児の判定スコア...........................................................................................v

様式６

インタビューガイド ............................................................................................ vi

－

viii －

