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１．研究背景
近年の周産期医療、高度集中医療の進歩および普及により、これまでの生存不可能と考
えられていた超低出生体重児や重症新生児の救命が可能となってきている。また、そうい
った子どもであっても、ノーマライゼーション の考え方の浸透とともに在宅医療の推進と
支援が行われ始め、実際 2006 年以降、人工呼吸を要して１年以内に NICU から退院した
症例が増加傾向にある（楠田.2010）。たしかに重症児であっても家族とともに自宅で過ご
すことは本来あるべき姿であるともいえる。しかし、理想とはほど遠い問題が山積したま
まの現状がある。
一つ目は介護者負担である。自宅で生活する重症児の場合では、24 時間の生活のほとん
どが介護者により支えられている。それらは、呼吸器の管理 や経管栄養の注入などの生命
の維持から、入浴や排泄、体位の変化などの、日常生活の世話までと多岐にわたる。また、
このような重症児たちをみることができる訪問看護師や医師の数が極端に少ないこと、自
宅の周辺に急変時に対応のできる医師がいないこと、また風邪を引いただけでも重症化す
ることが多く、近医にかかることができずに遠方の高度医療施設に受診をしなければなら
ない（前田.2006）ため介護者の身体的負担は大きい。
二つ目は家族介護においての我が国におけるジェンダーバイアスである。実際に、外来
通院する生後 3 ヶ月～17 歳未満の子どもの主介護者を対象とした調査では、主介護者 119
人の 91.6％が母親であったとの報告や、「人工呼吸器をつけた子の親の会 」を対象とした
調査では、母 94.7％、父 0％、父と母 5.3％であった。つまりは子どもの介護者は主に母
親なのである。
三つ目は、母親自身の子どもへの思いである。早産児は、妊娠期から培われていく 母親
としての子どもに対する愛着形成は不十分なまま 、突然終わりを迎えることとなる。同時
に、出生後すぐに NICU に収容、母子分離がな されるため、本来ならば出産後の相互作用
の中で形成される愛着関係の構築さえも阻害されることとなる。
四つ目は、自分の子どもがどんな状態で生まれてきたかによって 、母親の心理的反応が
異なるということである（Klaus&Kennel.1927.1922.1930.1985）。妊娠を中断させ、障害
をもつ子どもを生んでしまった母親は、喜びと感動に満ち溢れるはずである出産という場
面において、心配や悲しみに支配され、我が子を受け入れるよりも、自身の失敗体験とし
て記憶し、深く傷つき悩むこととなる。このことが母親の罪悪感による囲い込みや「障害
児の母親」というアイデンティティに集約されるため、バーンアウトが表出しにくい （櫻
井.2008）。
五つ目は障害をもつ子どもの母親の心理的反応である。その一側面である障害 受容は、
今までにもさまざまな検討がなされている。以前は、親が子どもの障害 を受容していくに
は危機的状況から受容へ至るという、心理的過程を段階 的に進むという考え方が一般的で
あった。しかし、最近の研究では、肯定と否定と両面をもつ螺旋状の過程と考えられてお
り、家族のライフサイクルで起きることや、子どもの状況によって、喪失感や否認などの
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負の感情を再起させている（中田.1995）という考え方が一般的になっている。
これら複雑多様な問題を残したまま、NICU を退院した重症児を自宅に連れて帰った母
親が、日々介護や医療処置におけるすべての責任を担いながら 、積極的な働きかけが乏し
い我が子との相互作用をどのように構築し、愛情を育んで いくのかについての研究は見当
たらない。また、障害をもつ子に注目する医学的モデル的な視点からのものが優勢なため
に家族支援に目を向けがちであり、
（母）親に対する支援策はいまだに体系化されずに研究
も進んでいない（中根.2002）。
以上のことから自宅で生活をはじめた重症児とその母親は、愛着関係をどのように構築
させていくのか、また、母親はその過程をどのように経験しているのかを知ることは 、今
後も増え続けていくであろう在宅重症児と、そのほとんどの介護を担うことになる母親へ
の直接的支援方法のあり方を知ることができる。また、本来のノーマライゼーションの 考
え方に則った在宅における意義である、自宅で子どもが家族の一員として当たり前の生活
を送ることへの権利を保障できるような視点の転換も期待できる。

２．目的
早期母子分離を経験した母親が、重症児である我が子の退院後に、自宅でともに生活を
する日々のなかで、子どもへの愛情をどのように育んでいくのか、母親自身の経験から明
らかにし、在宅支援における看護上の示唆を得ること。

３．用語の定義
本研究では、各用語について以下のように定義する。
１）重症児・準重症児について
今回は医療的ケアの実施に伴う母親の心身の負担や 、子どもからの働きかけが乏しいと
いう状況が、母親の子どもへの愛情にどのような影響を与えるのかをみていくことが今回
の研究の重要課題である。そのため臨床ではまだ一般的ではないが、今回の研究目的に最
適と思われる「超重症児分類（大村.2004）」を使用する。これは、横軸は超重症児スコア
を用い、縦軸には脳機能障害を示す指標として、意識障害やコミュニケーション成立の可
否を基準としている。

２）母親の愛情について
母子関係において、愛着という言葉が一般的に使われる事が多いが、 Bowlby の愛着理
論においては、愛着という言葉は、子どもが乳幼児期の第一 養育者との関係、主に母子関
係を基盤にすることが仮定されており、特定の対象者を安全基地として安心感を得るとい
う行動システムのことを述べている（Bowlby.1993）。そのため、母親が子どもを愛おしい
と思う気持ちを検証していくには、愛着という言葉は原則使えない。そのため、今回は子
どもへの愛おしい気持ち、かわいいと思う気持ち や関心を愛情と定義する。
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４．研究方法
１）研究デザイン
この 研究 は質 的研 究の なか でも いま だ方 法論 の 確立 が難 しい 現象 学的 アプ ロー チを用
いている。現象学は人間の経験とその背景を、その運動と生成によってありのままに捉え
るアプローチとして、特に数値化できない部分、類似化できない部分や抜け落ちてしまう
ような小さな部分に対して行っていくのに最適な方法である 。今回の研究の目的である、
母親が子どもへの愛情をどのように高めていくのかということは、母親自身がはっきりと
自覚することが難しいということが予測されること、また自覚され ていないことを明確に
言語化することは困難であると考え、この方法の採用に至った。これら説明が困難な状況
の理解は、日々の母と子のやり取りから生成される状 況の語りと文脈そのものの構造から
推測していくことが一番適している。

２）対象者の選択
研究対象者は、早期母子分離を経験し、自宅で生活をしている乳幼児期の重症児を育て
ており、情緒的に安定し、我が子や自身について語ることができる母親とする。語りから
分析するため、日本語を母国語とする母親を対象とする。また、愛着形成には相互作用が
大きく関与しているため（Bowlby.1993）、今回は「超重症児分類（大村.2004）」において、
1～3（1´～3´）の超重症児、準超重症児を対象とする。障害を持つ子どもの母親の受容
には夫からの情緒的サポートが大きく関与しているため、家族形態は両親がそろっている
家族とする(櫻井.2008)。以上の基準を満たし，研究施設の責任者によって紹介いただき且
つ、研究参加の同意が得られた母親とした。また、インタビュイーに新たなインタビュイ
ーを紹介してもらうという雪だるま方式も同時に採用した。
また、今回は、早期母子分離というリスクを経験しながらも自宅で子どもと過ごす中で
の愛情の構築をみることを目的としているため、中途障害は除いている。

３）データ収集期間
本研究は京都大学大学院医学研究科・医学部および医学部附属病院医の倫理委員会に提
出し、承認（承認番号：R0236）を得たうえで平成 27 年 2 月から 12 月まで行った。

４）分析方法
現象学の分析方法の特徴として、あらかじめ手順は 決まっておらず 、研究テーマによっ
てそれに適した方法を見出さなければならない。今回はそれら現象学の「開かれた方法」
に対しての研究者への参考書として 2014 年出版された「現象学的看護研究」のなかの方
法を参考にして行った。
1)インタビュー内容をすべて忠実にトランスクリプトに起こす
2)データを繰り返して読む。
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その際には、母親の体験やその意味を、ありのままに理解、認識するために現象学的還元
の遂行や態度で進める。
3）文脈に留意して読む 。特に、日本語としての文法違いや、言い淀み、擬音などの気に
なる表現には下線を引き、文脈に注意して読み解いていくことによって、母親の子どもへ
の思いの在り方や、その在り方のはじまりや変化がみえてくる 。
4）母親の経験構造を文章化する。その時には再度インタビューの録音テープを読み母親
の声の調子や表現方法、間を確認し構造の在り様を確認していく。
5）1)から 4）の作業をすべてのインタビュー毎に行う。

５．結果
本研究では、どの母親も全く違った語りをしながらも、まずは「障害児が生まれたこと
を知ることによって距離を置く」ことを語った。その距離の置く期間や程度は母親によっ
て違うが、距離を置いた母親はそれぞれの「きっかけから子どもとの距離を縮める」こと
が出来るようになる。 そして、距離を縮められることによって母親は「子ども自身への関
心を高め、愛情を育む」その独自の母子相互作用を構築するプロセスを明確に語った。

６．考察
１）障害児が生まれたことを知ることによって距離を置く
母親は出産後に、もしかしたらと子どもの「ちょっと違う」様子を感じ取りながら、
「早
くに生まれたから」や「ずっと発作はないと思い」込もうと 、現状から少しでも望みを繋
ぎながら子どもと過ごすこととなる。しかし、
「ちょっと違う」という母親の 予想をはるか
に超えて、想像することができなかった重い障 害が残ることを主治医から告げられる経験
を経て、母親は自分の心を守るかのようにいったん子どもとの距離を取り始める 。
また、障害の告知をしている時や、告知後の医療従事者の態度によって、母親の距離の
取り方や大きさも変化している。例えば B さんは主治医からの告知を「『まあ、基本寝た
きりで、たまに、あの、電動車椅子で動かせる状態の子もいるけど、基本は寝たきりな感
じが多いかな』っていう感じ」と「まあ・・・感じ」という表現を用い主治医の言葉の重
みと自身の受け止めの重みの違いを表現する。この落差は、世間一般（ここでは医師の存
在がその代表として現前にいる）の人々と自分のこれから生きていく世界が大きく隔てら
れるという印象を抱かせる。その生きていく世界の違いという感覚は恐怖心をも抱かせ母
親の心を大きく消耗させることとなっていた。また D さんは精密検査の結果で医師より
「まぁいわゆる寝たきりで首も座らんし、歩けないし、食べれないし、物事もわかるよう
にならないし、みたいなこと」を言われたあと に「じゃあそうゆう子なんやってわかった
から、帰る準備せな。みたいな、周りの雰囲気」を敏感に 感じる。その周りの雰囲気は社
会においての障害を持つ子どもの生きる居場所のなさや、その家族の立場の弱ささえも感
じさせた。そのため、 母親は告知で受けた 衝撃を病院スタッフに明かすことなく、受け止
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められることなく、駆り立てられるように 子どもを家に連れて帰ることになる。
母親 たち は自 分も 含め て世 間の 常識 とし てあ る 否定 的な 障害 者観 を背 景的 知識 として
もつ人々の視点（要田 .1999）を医療従事者からの告知の 様子によって気付かされる経験
をする。この気づきは これからの自分の生きていく世界にどうしようもない絶望感を抱く
ことによって障害児とともに生きる世界からの逃避をし、結果として 子どもとの距離も大
きくなっていくのである。たとえば B さんは「もう何か逃れたい」と死を選ぶほどに子ど
もとの距離を大きくとろうとし、それが叶わないと悟った後には、締め切った部屋に子ど
もを入れ、見えないようにし、物理的にも距離を取るようにしていた。そして必要な処置
のために傍に行っても「甘えた 声を出す」から「それも聞きたくないから、気配を消して」
接するほど徹底して距離を置いた 。また D さんはあまり泣くこともなく、眠る時間の多か
った子どもに対し「その分ほったらかし」 て「淡々と（子どもに必要な処置を）こなして
いた」と語る。また、A さんは「しなければいけなかった。最初は。この障害があって。
経管栄養でミルクを 1 時間、泣き続けていたけど、それをしなければいけなかったって言
うのが、最初かな。」と、連れて帰った子どもの育児を「しなければいけなかった」と語る。
障害があることを受け入れられていなかったこと、ミルクをあげるのに何 時間もかかるこ
と、激しく泣き続けることに困惑しながらも、子どもが 目の前にいる事実は変わらない 。
「逃げることもできず」
「受けいれること」もできずにいながら、それでも母親は「しなけ
ればいけなかった」子どもの世話を続ける。
C さんに関しては他の母親とは距離の取り方と、取り始めた瞬間が大きく違う。他の母
親は出産してしばらくは子どもに何かある かもしれないと思いながらも、望みを持ちつつ
日々を過ごす。その後に、重度障害の告知によって受けた衝撃体験は母親の心を大きく揺
さぶり、結果として子どもへの距離を取ることになる。
C さんの場合は突然胎動がなくなり、不安に思いながらも何もないことを願うが、外来
を受診したあとには即入院となり、翌日には緊急帝王切開術になっている。そして、生ま
れた子どもはすぐに医師たちに取り囲まれ 蘇生法を受けた後そのまま 呼吸器につながれて
いる。母親は生まれてから一度も我が子の声を聴くこともなく「泣かないし、動かないし、
ミルクも自分で飲めな（い）」状況を突き付けられており、望みを持てる期間や状況を与え
られることはなかった 。母親は出産後すぐに「私のお腹の中にいたときになってるので、
私が原因になってるのかな」という解決できない疑問を 誰にもぶつけることなく持ち続け、
ひとりで自分がこの子を育てなければならないという気持ちを高めた 。その気持ちを、今
後何が起こっても、心を揺さぶられることなく子どもを育て続けられるよう 強化するため
に母親は、子どもはこれ以上回復することが難しいという予測を敢えて持つために 距離を
取っていったことが考えられる。
妊娠するまえから、私たちは赤ちゃんとは、子どもとはこういうものであるというイメ
ージが形作られている。このイメージはテレビや雑誌などに出てきたり、街中で見たりし
た子どもの姿、もしくは自分の子ども時代が元となっていることが多い。今の世の中では
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障害児・者は目に届きにくい社会構造の中で生きており、目にする機会は著しく 少なく、
妊娠し、具体的に赤ん坊をイメージしたとしてもそれらはかわい らしく元気な姿でしかな
い。そのため、夫婦の人生計画の中に、障害をもつ人が家族として存在することなど考慮
されることはない（要田.1999）。それゆえに考えることもなかった現実を突如、突き付け
られた時に母親はありのままに受け入れることができなくなる 。それでも母親たちの自分
が生んだ子どもだからという責任感は強く、現実から逃げ出すこともできない。そのため、
受け入れられない現実であったとしても、子どもを育て続けられるようにと距離を置き始
める。その距離は、受け入れきれない現実の中で障害児としての我が子と共に生きるため
には、母親にとって必要な距離であった。しかし、その距離は子ども自身よりも子どもの
障害へ関心を移していくことになっていく。それゆえに我が子そのものへの関心を低下さ
せ、あるがままに受け止めることができなくなる。その結果、我が子の姿を 周囲の人たち
に見られることに苦痛を感じたり、とても受け入れきれない未知の存在と して恐怖ともい
える感覚を持たせたり、命への疑問が沸き起こさせたりする 強い力として時に母親を揺さ
ぶる。

２）きっかけから子どもとの距離を縮める
今までは想像することもなかった障害児が、我が子として目の前にいること、これから
も現前し続けるという事実は、母親の心に危機的状況をもたらし、その状況から心を守り
ながらも子どもを育て続ける方略 として距離を取っていたことがそれぞれの語りから知る
ことができた。また、その距離は周囲からは見えにくく、表向きは、母親たちは我が子を
受け入れ懸命に育てているようにも見えている。A さんは心とは裏腹に親としての役割を
担わなければいけなかったことを「障害を受け入れるって言っても捨てれるわけじゃない。
この子を。受け入れなさいと言われて、受け入れられないけど、この子をポイっと置いて
私が逃げれるかといわれると、そうじゃなかったし」と語り、 D さんは「じゃあ、そうゆ
う子なんやってわかったから、帰る準備せな。みたいな、周りの雰囲気 （に）なるじゃな
いですか。」と語る。B さんは、告知後には死を選ぶほどの逃避をしながらも「でも、私の
子やから私がしないといけない」と子育てを担う。
「障害児の親」という立場が含んでいるものは徹底的に子どもに対 して愛情と保護を提
供する純化された親役割を果たす存在である（中川 .2002）。この社会要請に突き動かされ
た母親は、心は揺さぶられたままであったとしても懸命に子どもを育て続けること になる。
しかし、そういった心と行動の乖離した日々であったとしても、時間は次第に母親が子ど
もとの距離を縮めるきっかけを与えてくれる。そのきっかけは母親それぞれによって違う
が、それらによって今までの、赤ちゃんとは、子どもとはこういうものであるという社会
のなかで作られたイメージを少しずつ変容させ、今、目の前にいる子どもがまぎれもない
自分の子どもであると認識しはじめる。このプロセスはフロイトの理論「喪の作業」によ
る「期待した子どもの死」といった ものとは違い（Freud.1916.1955.1970）、知覚の変容
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である。障害よりも子どもの存在への志向性が高まったと言い換えることもできる。 母親
にとっては自分が生んだ子どもも 、一時は見えなくなっていた子どもの存在も、今の子ど
もの存在も同一のもの であることに変わり はないと気づく経験である。
それぞれのきっかけを、例えば D さんは「あ、ここにいるから、自分だけの、この見る
目じゃなくて、みんなが見てくれてるっていう、その、責任の重さから逃れられてたのも
多分あるし、そこでなんか、あらためてかなぁ。かわい がることだけに専念できるのかな
ぁ。それまでは、なんか風邪ひかせたらあかんとか、ちゃんと痰とらなあかんとか、注入
ちゃんと時間通りおわらせなとか、その、かわいいとか、どうこうゆうより見なあかんと
か、せなあかんって言 うことが多かったんかなぁ」と語る。A さんは「けど、ここにきて
（障害児のリハビリ施設を兼ね備えた病院）経管をしていようが、何してようが、みんな
一緒ですよね、それなりにみんな色んな障害をかかえてたけれどお母さんたちは頑張って
はったし。」と自分だけではない状況と、その、同じように苦しい状況であるはずの他の母
親達が明るく頑張っている姿を見ることによって気持ちが変化したことを語る。B さんは
第二子の出産によって父親の育児参加が自然と促進され 「で、何か自分が全部しないと、
という、背負わないといけないものも、結構、分担され（た）」ことによって意識の変化が
訪れたことを語る。同時に、できる限り子どもに刺激を与えないように静かに過ごしてい
た日々も、赤ちゃんが加わることによって強制的に変化させられ たこと、それらの変化が
「神経質な自分」を少しずつ削りとってくれ「素直に家族として、何かこれが家族だって
いうふうに思えて、そこからもう何か表情も変わってき（た）」と距離を縮めることによっ
て子どもの見え方が変わったことを語る。C さんは PT の一言である。
「あ、ちょっと手を
握りますよ。とか、ちょっと手を自分で動かそうとしてますよ。」という一言によっ て、今
までは心を揺さぶられることなく子どもを育て続けられるようにと、期待を抑え込み距離
を取っていた母親が、子どもの可能性を告げられる経験から急速に距離を縮める。
苦しい日々のなかでも子どもを育て続けること によって、それぞれのきっかけを経て、
再度、距離を縮めることができた 母親は、障害への知覚ではなく、子ども自身の姿をあり
のままに捉えられる知覚を得ることにより子ども への関心を高める経験する。

３）子どもの存在への関心を高め 、愛情を育む
母親は子どもへの関心を高めることにより 、子どもの存在そのものや、しぐさなどに意
味づけをすることによって 応答する独自の具体的相互作用（Bowlby.1993）を構築し愛情
を高めていく。
C さんは「常に、寝てる時間のがすごい多いんですけど、椅子 に座らせても寝てるとか、
なにしても寝てるって ことが多いんですけど、でもなんかそれがかわい いなぁとか思（い）」
舌の動きで眠っているかどうかを判断し、力をいれずに眠っている姿を見てかわいいと気
持ちを高める。また命そのものを愛おしみ 「この子を、こう、なんか、生かして行きたい
というか、生きていきたいという思い、なんか、大事にしたいなって思（う）」ようになる。
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A さんは「結果じゃないけれど、答えがひとつずつ見えてくると、変わってきたかな 」
と試行錯誤しながらも自分の行う姿勢の保持や抱っこの方法で子どもが穏やかに過ごして
くれることに喜びを感じる。また、その日々を 「お母さん、よく頑張ってたねって言われ
たり。なんかこう、やっぱり褒めてもらうって大事なのか。看護師さんにひたすら褒めて
もらって。そうでし ょ（？）みたいな感じになって。そうゆうようなことで変わったかな 」
と、子どもへの日々の努力を認められることにより、母親としての自信を高めっていった
ことを語る。困難な育児の中での母親としての役割や存在を評価され自信を高めていく 経
験は、子どもへの関心を高める後押しとなり「かわいいっていうのは生まれたときから今
もだし、なんかちょっと笑うようになったら、またかわいいって思うし。気持ちで笑って
るのかどうかはわからないんですけどね。やっぱり、なんかそうゆうようなこ とで１つず
つ。うん、かわいさは変わらないかな、生まれたときから」と 表情の変化が乏しい我が子
が、時折見せる笑顔に愛情を高められてきたことをその語りにより気づくことによって、
葛藤の中で見えないこともあったが、ずっとありつづけた子どもへの愛情 を確認する。D
さんは「色々なことに耐えてきてるのを、その都度みてきてるから、そのたびに、まぁ凄
いなとも思うし、かわいいなとも思うようになってきてるんかな 」と子どもが懸命に頑張
っている姿に愛情を高め、その結果として 「見た目的なかわいさじゃない気がしますね、
たしかに」と子どもへの愛情のありようが子どもそのものから生まれてきていること に気
づく。B さんも子どもの表情の見え方の変化とともに「けなげでいい子やなと思」えるよ
うになったことを語る。
今回、協力していただいた母親たちは、今までの人生において想像しえなかった障害児
を生み育てるという衝撃に、自身の動揺を最小限にするために子どもとの距離を置く 。し
かし、母親はその極限の心理状況においても自分が生んだのだから育てなければならない
という、社会要請に突き動かされ子どもと向き合い続ける。その厳しい子育ての日々の中
で、自問自答しながら 過ごしていた母親はそれぞれのきっかけから子どもへの知覚を変容
させていく。
Goldberg（1977）は親と子どもの相互作用についての一つのモデルを提供している。そ
れは、親の「有能感」が乳児の特徴によってどのように説明されるかという相互作用であ
る。すなわち親の有能感や無力感は乳児の「状態の読み取りやすさ」、「行動予測のしやす
さ」、「働きかけに対する反応の現れやすさ」に左右されるという。 今回の子どもたちは、
すべてにおいてこのモデルにある母子相互作用を発揮させることが困難な状況に あった。
しかし母親たちは、それぞれのきっかけから、子どもへの距離を縮め、新たな知覚を獲得
することによって、子どもの生きている姿 そのものへの強い関心を高め、子どもからのメ
ッセージをつぶさに読み取ることが可能となる。それはわずかな舌の動きや、握る手であ
ったり、わずかに変化する表情などである。また、時にはモニターの数値変動であったり、
治療や処置を頑張る姿であったりした。これら独自の母子相互作用を 母親それぞれが作り
出し、愛おしい気持ちを湧き立て、愛情を育む姿が今回の母親たちの語りから分かった。
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７．研究の限界
今回 の研 究の 対象 者 と なっ た母 親の すべ てが イ ンタ ビュ ー時 にお いて 子ど もと の関係
性が良好であること、 また、子どもへの愛情を育む過程としての自身の経験を語る意思が
あることから語りの偏りが予測される。したがって今後は 、子どもの受け入れが困難であ
る母親へのインタビューをすることにより、子どもへの関心を高めるきっかけを母親に認
知されなかった状況や、愛情を育む過程が 何によって疎外されたのかを知る必要がある。

８．結論
今回は意思の疎通が困難な準重症児から重症児の子どもを自宅で育てる 母親の、非構造
的インタビューの語りに注目した 。また、そこから得た語りを、現象学的アプローチによ
り分析を行うことにより、早期母子分離を経験した母親が、子どもの退院後に 自宅でとも
に生活をはじめてから、子どもへの愛情をどのように育んでいくのか、母親自身の 経験か
ら明らかにしていくことを目的に研究を行った。その結果、母親が我が子への愛情を高め
ていくためのプロセスを発見することができた。

謝辞
お忙しい日々のなか、大切な時間を割き、 子どもへの思いや体験を語ってくださったお
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感想
今回、研究助成を受けることによりインタビューだけではなく実際の母親と子どもとの
関わりを見る機会を多く得ることができた 。フィールドワークは今回の分析には採用して
はいないが、母親の子どもを見つめる目や世話する振る舞い、両者が紡ぎだす空気感 を実
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