
Ⅰ．緒言

　周産期・新生児医療の進歩によって，家庭で生活す

る重症心身障害児（以下重症児とする）が増加してお

り1），その支援が課題となっている。2008年の我が国

の調査では20歳未満の者が全国に4万人程度2）おり，

このうち地域で生活している者が約7割を占め，年々

増加していることが報告3）されている。欧米諸国にお

いても，重症児は，我が国同様に増加傾向にあり4），

在宅支援は国際的にも急務の課題となっている。

　わが国では重症児の半数が，社会資源を利用せずに

家族だけが育児を担っている実態2）5）があり，国内外

の文献を概観すると，子どもの長期的な健康管理や世

話への家族の負担や困難6）7）8），母親の燃えつき9）10），ス

トレスの高さ11）12）13）14），疲労15）16）17），等，子どもへの

24時間ケアが長期間継続するため，母親の育児負担が

大きいことが報告されている。また，重症児の微細な

反応を読み取ることが難しいため，母親は子どものケ

アを他者に委ねることに抵抗感を感じ，母子分離困難

に陥りやすく社会資源やサポートを活用しにくい状況

が報告されている18)。母親への身体的・精神的・社会

的支援は重要な課題である19)。

　このような困難な状況で育児を行う母親を支えるも

のとして，母親の子どもの反応の捉え方20）21)やソー

シャルサポート22）23）24）25），家族と子どものレジリエン

ス26）27）28）が重要であることが報告されている。特に，

子どもの反応の捉え方は，子どもの表現する意図を感

じとり母親が応答する，といった，母親と子どもが相

互に作用しあい愛着が形成されていく点で重要であ

る。研究者の先行研究で，母親は子どもの反応を意味

づけることで喜びや意欲を感じ，そのことが育児のマ

ネージメントや育児への態度を肯定的に変化させるこ

とにつながっており，育児の中で重要な要素になるこ

とが示唆された29）。子どもの反応に対する母親の内面

的支えを当事者の視点から理解することは，効果的な

ケアの提供を検討するための基礎資料になると考えら

れる。

　串崎30）は，心理的支えを「自分が，なにかによって，

なんらかのかたちで支えられていると感じているこ

と」と定義し，対人的支え（ソーシャルサポート），

内面的支え，宗教性による支えなどに分類している。

中でも，内面的支えは，その人が持っている思考様式，
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要旨　本研究の目的は，重度障がい児を育てる母親の，子どもの反応に関する内面的支え体験を明らかにす

ることである。母親12名を対象に半構造的面接方法によりデータを収集し質的帰納に分析を行った。結果，

【子どもの「元気な状態」が維持できた】【わが子らしさや子どもの好きなことや楽しみなどがわかった】【期

待・希望をもって育児に向かう】【子どもなりの成長をとらえ子どもに合わせてかかわることができた】【子

どもが家族や周囲の人から大切にされた】【子どもとのやり取りを通して母親として思いを深めた】の6つの

体験が明らかになった。育児の負担軽減と同時に，母親の育児の内面的支えを理解することが，母親自身の

レジリエンスを支援するうえで重要であることが示唆された。子どもの身体状態の安定，成長を支える機会

の提供と環境調整，さらなるインテグレーションの促進が重要と考えられた。
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信念，人生観などであり，その人自身が自ら問題を解

決できるように促進するものであると述べている。一

方，牛尾31）は，母親が重症児を養育していくプロセ

スの中で何度も危機に遭遇するが，その立ち直りを支

え，母親の成長を促進する条件に「主体的な条件（知

識，意識，信念など母親の障がいに対する価値観の転

換をよび起す内面の力）」と「母親を取り巻く環境的

条件（夫，家族の理解と協力，同じ子どもをもつ母親

たちとの出会い，医療・福祉関係者の支援，福祉サー

ビス）」をあげている。つまり，重症児を育てる母親

の育児の支えに対しては，ソーシャルサポートと呼ば

れる対人的支えと同時に，母親自身の内面的支えを理

解することが重要である。これまで，ソーシャルサポー

トについては多くの研究がなされているが，母親自身

の内面的支えに焦点を当てた研究は見当たらず，重症

児の育児支援において示唆が得られると考えられる。

そこで，本研究では，家庭で重症児を育てる母親の，

子どもの反応に関する内面的支え体験を明らかにする

ことを目的とした。

用語の定義

「内面的支え」

　その人が持っている思考様式，信念，人生観などで

あり，その人自身が自ら問題を解決できるように促進

するもの32）と定義した。

「子どもの反応に関する母親の内面的支え体験」

　家庭で重症児を育てる母親が，子どもの反応の読み

取りや，子どもの反応を予測して対応，また応答した

ことについて，内面的支えになったと思った出来事と

定義した。

Ⅱ．方法

１．研究デザイン：質的研究 
２．研究対象：東日本の４つの医療・福祉機関に協力

を依頼して紹介された，以下の条件をすべて満たした

12名であった。①大島分類33)１～４の子どもを家庭で

育てている母親。②子どもが小学校２年生以上かつ20

歳以下で，病状が安定していると主治医もしくは日常

的に関わる施設の看護師により判断されている。③子

どもの障がいが中途障がいではない。２つの機関が都

市部に，２つが地域中核都市にあり，いずれもレスパ

イト施設を有する在宅支援機関であった。

　なお，母親の多様な体験を抽出するために，家庭で

の育児年数，育児支援状況については限定しなかった。

３．調査内容とデータ収集方法

　データ収集は半構造的面接方法により行った。面接

場所は対象者が希望し，かつプライバシーが確保でき

る場所で行い，心身の状態に十分配慮し，子どもの世

話や休息を優先した。面接前に子どもの反応や日常生

活状況を把握するため，子どもと母親と30分～２時間

程度関わる場を設け，その後面接を行った。調査内容

は，これまでの育児について印象に残る出来事や育児

の中で支えになった経験について語ってもらい，その

経過の中で母親の思いの変化やきっかけについて話し

てもらった。その時に母親が①心理的支えになったこ

と，②前向きな気持ちにさせてくれたこと，③気持ち

を立てなおすきっかけになったこと，④安心したこと，

など子どもが生まれてからの母親の体験に沿って語り

の文脈を損なわないように焦点化しながら質問してい

くようにした。インタビュー内容は母親の承諾を得て

ICレコーダーに録音し，逐語録を作成した。フィール

ドノートの記録も同時に承諾を得て行った。

　調査期間は2005年８月～2006年３月，2009年７月～

2010年２月下旬であった

４．分析方法

　質的・帰納的方法を用いた。各対象者の逐語録及び

フィールドノートを熟読して全体の意味内容を把握

し，母親のわが子の反応に関する内面的支えが語られ

ている部分を抽出した。その後，意味内容を損なわな

いように簡潔に表現し一文のコードとした。全対象者

のコードを集め，その意味内容の同質性・ 異質性から

帰納的に分類・集約し抽象度を高めてサブカテゴリー

とした。さらにサブカテゴリーを集約してカテゴリー

とした。分析の信頼性と妥当性を高めるため，分析過

程で 繰り返し逐語録に立ち返り，研究者間で共通の

見解が得られるまで討議を重ねた。

５．倫理的配慮

　研究者の所属する機関の倫理審査委員会の承認を受

けた（承認番号06-48）。対象候補者には，研究の趣旨

と方法，研究参加の自由性と匿名性の保障，プライバ

シーの保護，研究参加の有無によって利益と不利益が

生じないことについて書面および口頭で十分に説明

し，書面で同意を得た。

Ⅲ．結果

１．研究対象者の特性

　研究対象者12名の主な属性を表１に示した。母親の

年齢は30歳代4名，40歳代８名であった。就労してい
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る母親は２名，他10名は専業主婦であった。子どもは

学童期７名，思春期５名で，いずれも特別支援学校に

在籍しており，小学校就学前は全例が障がい児通園施

設に通っていた。きょうだいがいるのは９名であった。

面接時間は１人１回あたり90分程度，回数は１～２回

であった。

２．子どもの反応に関する母親の内面的支え体験

　母親のわが子の反応・状態に関する内面的支え体験

のコードとして428が抽出された。これらはサブカテ

ゴリー29，カテゴリー６に集約された（表２）。各カ

テゴリーについて以下に記述する。本文中の【　】は

カテゴリー，[　]はサブカテゴリー，〈　〉はコード

とし，対象者の語りの引用は「　」で，その中の（　）

は研究者が補足した部分である。以下に，各カテゴリー

について説明する。

　【子どもの「元気な状態」が維持できた】は６個の

サブカテゴリーから構成された。[子どもが今まで持っ

ていた日常生活機能を維持・向上できた]，[子どもの

元気な状態といつもとの違いを判断し対応できた] ，
[子どもにとっての苦痛・不快を最小限にできた] ，[成

長に伴う子どもの体調の安定を認識した] ，[子どもの

生活リズムが安定して体調が安定した] ，[他者の支援

を受け子どもの体調管理を行った]である。子どもの

体調管理が難しく，これまであった機能を維持するこ

とが難しい子どもに対し，生命の危機に直結する呼吸

管理や，反り返りが強い際の抱き方，けいれん重積発

作への対応，嚥下や胃食道逆流予防のポジションや注

入速度の工夫等の日常ケアをはじめ，生活リズムの安

定や，苦痛・不快を最小限にする方法を工夫すること

で，体調を整えることができ，母親としての自信につ

ながった体験が語られた。また，家では難しい場合で

も学校では口から食べ続けることができるように調整

することや，レスパイト施設で呼吸管理を確実に行う

こと，新たな薬や手術で体調の安定をはかり，様々な

機能が維持できるようにすることなど，他者に委ねる

ことの重要性を認識しながら子どもの体調管理をして

いることが語られていた。この体験は，全ての発達段

階において支えとなっていたが，特に幼児期と学童期

に多い体験であった。

　【わが子らしさや子どもの好きなことや楽しみなど

表 1．対象者の概要 

 

事例
母親の

年齢
居住地域

子どもの

発達段階
性別

きょうだい

の有無
医療的ケアの状況

A 30代後半 都市部 学童期 男 無 吸入・吸引,胃瘻・経管栄養

B 30代前半 都市部 学童期 女 有
人工呼吸器、気管切開、吸入・吸引

胃瘻・経管栄養

C 30代前半 都市部 学童期 女 有 気管切開、吸入・吸引、経鼻栄養

D 40代前半 都市部 学童期 男 有 吸入・吸引、胃瘻・経管栄養

E 30代後半 都市部 学童期 女 有 吸入・吸引、胃瘻・経管栄養

F 40代前半 都市部 学童期 女 有 吸入・吸引、経管栄養

G 40代前半 都市部 思春期 女 有 気管切開,吸引・吸入、胃瘻・経管栄養

H 40歳後半 地方都市 思春期 女 有
人工呼吸器、気管切開、,吸入・吸引

胃瘻、経管栄養

I 40代前半 地方都市 思春期 男 無
人工呼吸器、気管切開、,吸入・吸引

胃瘻、経管栄養

J 40代前半 地方都市 学童期 男 無
人工呼吸器、気管切開、,吸入・吸引

胃瘻、経管栄養

K 40代前半 都市部 思春期 女 有 気管切開・吸引、経管栄養、導尿

L 40代前半 地方都市 学童期 女 有
気管切開、吸入・吸引、

胃瘻、経管栄養

表１．対象者の概要
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がわかった】は，５個のサブカテゴリーから構成され

た。[子どもが心地よくリラックスできる環境が提供

でき色々な刺激を受けていると感じた]，[子どもにど

のようにかかわれば成長するのかわかった] ，[子ども

が楽しいことや好きと感じている反応に気づき，この

子らしい個性をとらえた] ，[子どもをよく理解してい

る人のかかわりで成長すると感じた] ，[年齢にふさわ

しい，同年代の子ども同士の楽しみがあることに気づ

いた]であった。これらは，元々分かりにくく意味づ

けることが難しかった子どもの微細な笑顔や泣き，筋

緊張，呼吸や脈，食事量などの反応を判断材料とし，

時に人から教えてもらいながら，また自分が応答した

ことの結果から，それらの反応を子どもからのメッ

セージとして意味づけ，理解する体験であった。さら

に，家族とのかかわり，通園，学校，地域の人とのか

かわり，同年代の子ども同士のかかわりで，子どもが

楽しそうにしている，リラックスしている，意思を明

確に出している様子から，母親が子どもの個性を客観

的に捉える体験であった。子どもの快の反応は読み取

りにくいため，数年を経て子どもの好きなことを捉え

表 2．結果 

 

 
 
 
 
 

乳児期 幼児期 学童期 思春期
子どもが今まで持っていた日常生活機能を維持・向上できた B A,B,C,G, B,C,D,K,J

子どもの元気な状態といつもとの違いを判断し,対応できた D,I,K,L A,B,C,D,E,F,G,H,I,K

こどもにとっての苦痛・不快を最小限にできた A,B,D A,D,F,G,,IJ,K

成長に伴う子どもの体調の安定を認識した K B,K,J,I,F

子どもの生活リズムが安定して体調が安定した B,C,D,E,K

他者の支援を受け子どもの体調管理を行った C,E D,I,K F,G,I,J L

子どもが心地よくリラックスできる環境が提供でき色々な刺激を受けていると感
じた B,H C,F,G,I,J,K C,D,F,G,I,J,K L

子どもにどのようにかかわれば成長するのかわかった H B

子どもが楽しいことや好きと感じている反応に気づき,この子らしい個性をとらえた
A,B,C,F,G,H,I,J,K,M D,F,G C

子どもをよく理解している人のかかわりで成長すると感じた C,D,G,H,M

年齢にふさわしい,同年代の子ども同士の楽しみがあることに気づいた A,D,H,I,K A,D,F,J,K,Ｍ K,L

新たな医療技術の開発へ期待をかける A,J

同じ経験をしている人から助言を得て子どもの笑顔のために頑張ろうと思った H,F,G D,F,G,H,J,K C,D,K,J,F

子どもの内面的な成長を捉えた H,K B,D,L B,D

わが子なりの成長をとらえ,子どもに合わせて生活したりかかわったりした C,F B,F,H,K B,D,F,J,F,G,I,K H,L

思春期になり年齢に応じた成長を促すようかかわることが大事だと考える A,D,J,F H,G,L

通園施設や学校,家族以外のかかわりによって成長したと感じた H A,H,I,G,K,L A,C,D,F,J,K,L H,G,L

体力の向上や筋緊張軽減したことなど身体的な面から成長を感じた K,F,G B,K,J,I,F,

同じような経験をした人から子どもの成長のとらえ方を教えてもらい,子どもなりの
成長があることを捉えた

C,D

家にいることで楽しいことや家族やきょうだいからの刺激を与える環境づくりがで
きた A,B,F A,B,C,J,F,K G,H

成長の節目を大切にした A,B,K A,B,K A,B,K K

子どもが地域の人や医療者など周囲の人から大事にされる B,C,F,G,M,K I,K,M G,F,J,K G,F,J,K

家族やきょうだいが子どもを大事にしてくれる B,C,F,K,M B,C,F,K,M K,L

父親と子どもを大切に育てていく価値観を共有しながら育児を行ってきた A,B,C,D,F,G,H,I,J,K,LA,C,D,F,G,H,I,J,K,L A,C,D,F,G,H,I,J,K,L F,G,H,I,J,K,L

祖父母や親戚が関わることで子どもが安定していることができた B,C,G,H,F,J,K B,C,G,F,J,K B,C,G,F,J,K G,K

命の尊さを教えてくれる存在と感じる A,C,D,E,J I,K,F,L

これまでを振り返って自身の成長がある B,C,D,J K

きょうだいと共に成長していると感じる B,E,F,G,J H,L

子どもにとって母親として特別な存在であることを認識する A,B,C,I,J A,C,D,F,I,J,K A,B

子どもを愛おしいと感じる A,B,E,G,H,I,J,K A,B,E,G,H,I,J,K A,B,E,G,H,I,J,K G,H,I,K

母親として子どもと一緒に生きる思いをもつ B,H,I,K B,H,I,K B,D,F,G,J H,I,K

子どもなりの成長をとらえ子どもに合わ
せてかかわることができた

子どもが家族や周囲の人から大切にさ
れた

子どもとのやり取りを通して母親として
の思いを深めた

カテゴリー6 サブカテゴリー26
コード428　抽出された母親の体験（重複あり）と

母親が語った子どもの発達段階

こどもの「元気な状態」が維持できた

わが子らしさや子どもの好きなことや楽
しみなどがわかった

期待・希望を持って育児に向かう

表２．結果

通園施設や学校など家族以外のかかわりによって成長したと感じた
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る場合もあり，すべての母親が子どもの反応に対し感

激や感動を感じる体験をしていた。

　【期待・希望をもって育児に向かう】は， [新たな

医療技術の開発へ期待をかける]，[同じ経験をしてい

る人からの助言を得て，子どもの笑顔のために頑張ろ

うと思う] の２個のサブカテゴリーから構成された。

将来的に新たな医療技術が開発され，子どもの今の状

態が変化することを期待している体験や，子どもの余

命を見据えながら，今を楽しく過ごさせてあげたい，

笑顔をつくってあげたいという希望をもって育児に向

かう体験であった。全ての育児期を通して語られる体

験であった。

　【子どもなりの成長をとらえ子どもに合わせてかか

わることができた】は，８個のサブカテゴリーから構

成された。[子どもの内面的な成長を捉えた] ，[わが

子なりの成長をとらえ，子どもに合わせて生活したり

かかわったりした] ，[思春期になり年齢に応じた成長

を促すようかかわることが大事だと考えた] ，[通園施

設や学校など家族以外のかかわりによって成長したと

感じた] ，[体力の向上や筋緊張軽減したことなど身体

的な面から成長を感じた] ，[同じような経験をした人

から子どもの成長のとらえ方を教えてもらい，子ども

なりの成長があることを捉えた] ，[家にいることで楽

しいことやきょうだいからの刺激を与える環境づくり

ができた] ［成長の節目を大切にした]であった。この

体験は，子どもの表情の変化や，筋緊張が減ったこと

に気づき，気持ちや内面的な成長があることを捉えた

ものであった。子どもの好きなことを捉えることが難

しかった母親も２名おり，母親の傷つきが癒されるこ

とや，他者に励まされることを契機に，子どもの反応

を読み取れるようになっていた。また特に，思春期以

降の体力の向上や筋緊張のコントロールなどの身体的

安定に加え，年齢に応じた親と距離を置くような関わ

りや親の知らない顔を持てるような環境作りなど，子

どもに適したかかわりを行った体験であった。さらに

母親は，家庭で暮らすことによって，きょうだいや家

族の生活そのものが子どもへの刺激になり，子どもの

成長を促していると感じていた。このように，子ども

の成長を捉え，それに応じた関わりや環境を整えると

いう体験であった。幼児期・学童期，また思春期に語

られることが多い体験であった。

　【子どもが家族や周囲の人から大切にされた】は，

４個のサブカテゴリーで構成された。[子どもが地域

の人や医療者など周囲の人から大事にされる]，[家族

やきょうだいが子どもを大事にしてくれる] ［父親と

子どもを大切に育てていく価値観を共有しながら育児

を行ってきた][祖父母や親戚が関わることで子どもが

安定していることができた]であった。地域や周囲の

人々が，子ども自身の意思を確認したり，役割を持っ

た存在として認識されたりした場合，母親自身が安心

して子どもを外に連れて出られるようになったり，子

どもの笑顔が引き出される等の変化が生じていた。今

回，当該児以外にきょうだいを育てた９名中７名が，

きょうだいと共に成長・発達していることを語ってお

り，きょうだいが子どもを大切にしてくれることも母

親にとって，心理的支えとなっていた。さらに，父親

の子どもへの関わり，価値観が母親と相互に影響しあ

い，父親に支えられることでの安心感や協力により子

どもの反応を捉える体験が語られていた。これらの体

験は，乳児期と，現在からこれまでを振り返って改め

て語られる体験であった。

　【子どもとのやり取りを通して母親として思いを深

めた】は，６個のサブカテゴリーから構成された。[命
の尊さを教えてくれる存在と感じる]，[自分自身の成

長がある] ，[きょうだいと共に成長していると感じる] ，
[子どもにとって母親として特別な存在であることを

認識する] ，[子どもを愛おしいと感じる] ，[母親とし

て子どもと一緒に生きる思いをもつ]であった。母親

は，育児初期に自分が対応した時に泣きやんだり自分

以外の人のミルクを飲まない子どもに対し繰り返し応

答しながら愛おしいと感じたり，母親として特別な存

在となっていることに喜びを感じていた。また，数年

を経過し何度か生命の危機を乗り越えるような体験を

経て，子どもを「人生の試練を乗り越えてきた存在」

や「知らない世界を教えてくれた存在」，「元気をくれ

る存在」等，命の尊さを教えてくれる存在であるとと

らえ，こうした育児経験を通して「自分をほめてあげ

たい」と思うほど自分自身の成長や，きょうだいの成

長を感じ，喜びを感じていた。[子どもにとって母親

として特別な存在であることを認識する]体験は乳児

期，愛おしい思いや一緒に生きていく思いについては

どの発達段階においても語られ，それ以外のサブカテ

ゴリーは，現在から振り返って改めて感じる体験であっ

た。

Ⅳ．考察

１．子どもの状態の安定

　本研究の結果では，子どもの状態の安定が母親の内

面的支えの中で重要であった。【子どもの「元気な状態」

重症心身障害児の反応に関する母親の内面的支え体験
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が維持できた】体験は，母親が子どもの変化しやすい

体調を観察，判断し細やかに対応しながら，子どもの残

存機能を維持したり，子どもの状態が以前より安定す

るようになった体験が語られていた。これまで，障がい

児の子育てにおいて親の育児へのコントロール感 34）35）

や親役割遂行への自信36）等が子育てにおける自己効

力感の要素として重要であることが報告されている。

母親にとって子どもの状態の安定を得られることは，

自身の働きかけに対しての子どもからの反応として実

感をもって感じられ，また自分の役割を達成している

と認識することができる点から，育児への自信につな

がっていたと考えられる。それは母親としての自尊心

となり，母親自身の内面的支えの基本的な感覚となっ

ていたといえる。

　重症児についての先行研究では，子どもの状態の不

安定さや医学的管理の必要性が高まるほど，ケアによ

る母親の心身の負担は増加し，生活の制限37）は増大

することが報告されている。中川は，生活の制限は，

単なる生活の不便さにとどまらず，それが蓄積するこ

とによって「自己の喪失」につながる可能性があると

指摘している38）。研究者の先行研究でも，重症児を育

てる母親の体験の中では，自分自身の自由，社会的役

割，自分の人生が失われるように感じることで，自己

を否定的に捉えたり，自分自身や子どもを受け入れら

れない体験が示されていた39）。このように，重症児の

育児において，母親は自身の人生や自己を喪失する可

能性を有していることが報告されており，今回，子ど

もの状態の安定が母親の自尊心につながり内面的支え

となることが見出されたことは，母親が自己を取り戻

す上で重要である。

　串崎は，内面的支えは単に自分を内面的に支えると

いうだけではなく，内的・外的規範に影響され，現実

世界を生きていくための姿勢につながることを指摘し

ている40）。また，母親は周囲からのケア役割に関する

規範的圧力による役割拘束41）を感じ育児困難感を有

していることも指摘されている。子どもの身体状態の

安定は，重症児の母親自身の内面的支えであること同

時に社会的規範により無意識の価値観を形成している

点については理解が必要である。子どもの状態安定が

自己犠牲や過度な負担の上で維持されることがないよ

う，専門職は母親の負担や価値観を考慮し，また自分

自身の価値観を認識したうえで当事者の立場に立って

支援することが重要と考えられる。

２．子どもの成長の捉え

　今回，子どもの成長を捉える事が母親の内面的支え

の重要な要素であることが見出された。【わが子らし

さや子どもの好きなことや楽しみなどがわかった】体

験では，子どもが笑ったことや，反応を読み取った時

の感動，子どもにとって親しかできないことを発見し

た時の感激を，母親は語っていた。また【子どもなり

の成長をとらえ子どもに合わせてかかわることができ

た】体験では，子どもの個性を捉えたことを契機に，

〈我が子なりの特別な感じ方があることへの気づきと

関わりの変化〉や〈これまでの子どもを振り返る〉こ

とで，不明確だった子どもの個性や特徴を，母親が我

が子らしさとして理解する体験が語られていた。さら

に，子どもが思春期になって，一般的に子どもが親離

れしていくという視点で，子どもを客観視することで，

大人びた親の知らない顔を持っていることに改めて気

付いていく体験が語られていた。反応や成長が読み取

りにくい子どもに対し，母親は，子どもの個性と同時

に発達段階を軸に，成長していく子どもを捉え応答し

ていた。【子どもとのやり取りを通して子どもへの思

いを深める】体験は，子どもとの相互のやり取りを通

じて，わが子への理解と愛情を深める体験であった。

これは特に育児初期の母親にとって，重要な要素と考

えられた。

　これら３個の体験は研究対象者が子どもの反応を意

味づけ，応答することを通して自身の成長や子どもへ

の愛情を深めた体験で【期待・希望をもって育児に向

かう】体験の基盤となっていた。母親は自分の応答で，

子どもが落ち着いたり，笑顔や良い表情を見せたりす

る子どもの豊かな変化や成長を読み取って喜びを感じ

ており，その点が内面的支えとなり，母親としての自

己を形成する上で重要な要素になると考えられた。

障がい児を育てる母親のレジリエンスの要素の中で，

「希望」が最も重要であること42）や，「子どもと子ど

もの未来への強い信念」43）を親が有することの重要

性が報告されている。今回見出された結果はこの報告

と共通しており，子どもの成長を捉え我が子への期

待・希望を持って育児に向かえるよう，親の子どもへ

の認識に合わせて，子どもの成長や可能性を共有する

ことが支援として求められると考える。

　一方，母親が子どもの心の動きや成長に気づく時期

に関しては多様であった。母親は，長期的な関わりの

中で子どもの微細な変化を捉えることが難しい場合

や，子どもの反応の変化を期待しないことにより，自

身の落胆が大きくならないように対処している場合も
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あった。子どもの成長や長所，強みを母親と共に確認

したり，期待や希望をもちながら子どもと関わる母親

の思いに寄り添う支援が重要と考える。

３．子どもの存在の尊重

　今回，【子どもが家族や周囲の人から大切にされた】

体験として，家族，地域や周囲の人々から，子ども自

身が一人の人間として受け止められ，大切にされたり，

役割を持った存在として認識されたりしたことが母親

の内面的支えとなったことが見出された。

　梶田44）は，自尊心について，「この感覚は，心理的

な土台として不可欠のもの」であり，これを十分に持

たないまま生きていくことは困難であり，この感覚が

ある場合にのみ，われわれは「意欲的で積極的である

ことができるし，また充実感を持つことができる」と

述べている。母親にとって他者から子どもの存在を尊

重される体験は，自らの自尊心に影響し，この点が母

親の内面的支えの土台として位置づけられると考えら

れる。近隣に住む人が子どもをかわいがってくれるこ

とや，医療福祉専門職が子どもの意思を確認しながら

関わること，また外出時の周囲の温かい態度などが，

母親の内面的支えとなっていたことが今回の結果から

示された。専門職がこうした点を自覚することや，社

会への啓発，インテグレーションが今後も重要な課題

となることが示唆された。

４．重症児の母親の子どもの反応に関する内面的支え

　今回，子どもの反応に関する母親の内面的支えの要

素の関係は，子どもの体調安定と周囲から子どもが尊

重されていることを基盤とし，子どもの反応の読み取

りや応答を通してその子らしさを理解し，子どもに希

望や期待を抱くこと，と捉えることが出来た。また，

子どもの発達段階に応じて内面的支えが変化すること

も見出された。これまで「内面的支え」の概念に焦点

を当てた研究は，一般の小学生や大学生，精神疾患患

者を対象としており，その中で「内面的支え」は「建

設的思考」，「現在の状況・立場」の受け入れによって

成り立っていた45）。今回，母親は子どもとの相互作用

から子どもの存在を内面化させ，生じる状況を受け入

れ，それを維持したり，長期的な展望を保つことによっ

て支えられており，この点は先行研究と共通した結果

が得られたと考えられた。しかし，重症児の反応に関

する母親の内面的支えについて明らかにされているこ

とは少なく，今回，その具体的内容が明らかになった

ことは，支援を検討する上で重要である。重症児の育

児においては，子どもの身体状況は変化しやすく，母

親の育児困難が大きい中で，母親自身の思考や行動だ

けでコントロールが出来ない状況が長期に継続する。

障がいのある子どもの母親のレジリエンスに関する先

行研究では，レジリエンスを高める個人的な要因のひ

とつとして耐久力46）が報告されており，今回，内面

的支えを変化させながら，長期的に持久する力を母親

が有していることが示唆された。状況を乗り越え，自

分の人生として引き受けていく，という自分自身で自

分を支える側面に，子どもの反応に関する内面的支え

が寄与する可能性があると考える。

　また，重症児の母親の人間的成長を促進する条件の

ひとつとして，牛尾47）は「信念など母親の障害に対

する価値観の転換をよび起す内面の力」を指摘してい

る。今回，明らかにした内容も内面的支えと共通して

いるが，そこから一歩進んで，母親の価値観の転換を

よび起す要素のひとつとして捉えることができ，母親

の認識へのアプローチを検討する上で重要と考えられ

る。

　さらに，内面的支えは，対人的支えと関連が深いこ

とが指摘されている48）。今回，〔他者の支援を受け子

どもの体調管理を行った〕，〔同じ経験をしている人か

ら助言を得て子どもの笑顔のために頑張ろうと思っ

た〕という体験で示されたように，周囲からのサポー

トを得ることが内面的支えにつながっていた。ソー

シャルサポートは情緒的・手段的・情報的・評価的サ

ポートの4側面が存在するとされる49)が，内面的支え

においては，他者に子どものケアをゆだねたり新たな

ケア方法を知る機会を得る情報的・手段的サポート

や，自分自身と子どもが安心できる環境に身を置く情

緒的サポートを得ていたといえる。これまでの先行研

究では，サポートの存在が親のストレスを軽減させる50)

ことが報告されており，今回，さらにその体験が母親

に内在化し，内面的支えとなりうることが示唆された。

また，[家族やきょうだいが子どもを大事にしてくれ

る]体験については，障がい児の母親の体験51），QOL52），

育児満足感53）54）レジリエンス55）等の視点からも母親支

援の重要な要素であることが報告されており，本研究

の結果と共通していた。きょうだいからの日常の様々

な刺激が重症児の成長を促している点，きょうだい自

身も様々な価値観を受け入れ成長する点，またそれぞ

れの役割を発揮しながら家族としてのまとまりをつ

くっている点など，母親のきょうだいを育てる経験は

育児に対する自信に寄与し，母親の内面的支えとなる

ことが示唆された。また，サポートのうち特に，父親

重症心身障害児の反応に関する母親の内面的支え体験

－75－



からのサポートは母親の精神的健康を良好に保つ機能

があることが報告56)されており，本研究においても，

母親の意思決定や子どもへの価値観に影響していた。

これらの結果から，母親の内面的支えを支援するため

には，父親やきょうだいを含め家族を巻き込む形で支

援を行うことが求められていると考えられる。

Ⅴ．結論

　本研究では，家庭で育児を行っている重度障がいの

ある子どもの母親12名を対象に，子どもの反応に関す

る母親の内面的支え体験として６つの体験が明らかに

なった。子どもの体調管理と周囲から子どもが尊重さ

れていることを基盤とし，子どもの反応の読み取りや

応答を通して子どもの個性に気づき，その子らしさを

理解することで期待や希望をもって育児にむかうこと

を，母親は内面的支えと捉えていることが明らかと

なった。子どもの成長への不安を感じ，また育児のた

めに心身共に困難感を抱いている母親の育児の内面的

支え体験が明らかになったことは，母親自身のレジリ

エンスにつながる看護の方向性を考える上で意義があ

ると考えられる。

Ⅵ．今後の課題と研究の限界

　今回の研究対象者の育児が長期間であり，個々の体

験は多様であるが，その中から体験の共通性を導くた

めにカテゴリーのレベルで非常に大きなまとまりと

なった。体験を個別に明らかにすることは，今後の課

題としたい。また，母子の二者関係のみの抽出の限界

があげられ，家族や様々な社会的交流の影響を今後の

研究では検討していく必要があると考えられる。さら

に，母親自身の子どもの反応以外の心理的支えの要素

についても検証が必要と考えられた。
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The experience of mothers raising children with Severe Motor and
Intellectual disabilities in recognizing internal support
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Abstract　The purpose of this study is to clarify the experience of mothers raising children with Sever Motor and 
Intellectual disabilities in recognizing internal support through their child’s reaction. Qualitative inductive analysis was 
carried out on data collected by semi-structured interview from 12 mothers with children with Sever Motor and Intellectual 
disabilities.As a result, six categories were identified-“maintaining the‘healthy status’of the child”,“I could see the 
child-like traits in my child, and understand what he/she likes and what he/she enjoys”,“seeking to raise a child with 
expectations and hopes”,“I could understand the growth of my child and make the necessary adjustments”,“my child is 
valued by family and those around him/her”,“I could deepen my feelings as a mother through interactions with my 
child”. While lightening their burden in raising their children, understanding how to provide internal support was 
suggested to be important in strengthening the mothers’resilience. Stabilizing the physical condition of their children, 
providing opportunities and adjusting environment to support growth, and further promoting integration are considered 
important.
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