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医療的ケア度の高い重症児 (超重症児)の親における教育に関する意識
―就学前後のインタビューから一
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要約

重症児の発達保障においては,就学前からの親

の意識形成が重要と思われる.本研究では,医療

的ケア度が高くかつ重度の脳障害を持つ超重症児

2児の親を対象に,児の就学の前後において半構

造化面接法によるインタビューを実施した。就学

前の調査では,いずれの児の親についても,児の

発達や教育の必要性に関して否定的・消極的内容

あるいは中立的 。希望的内容が多かったが,就学

後の調査ではいずれも肯定的・積極的内容が増加

した.教師から伝えられる児の反応と変化に関す

る情報の蓄積と,就学による明確な児の生活の変

化の実感が,発達的存在および社会的存在として

の児の認識を促 した結果と考えられた.就学前に

おける親の心理支援,お よび児の発達保障におい

ても,こ れらの認識を促す支援が重要と思われた。

キーワー ド:超重症児 就学前 親の意識 発達

保障

I.は じめに

近年,重症心身障害児 (以下,重症児)の増加

に伴い,乳幼児期からのサポー トや在宅移行支

援が急速に進められている (田 中,2014:小 林 ,

2015).そ の一方で,発達保障,す なわち児の発

達可能性に対する適切な発達援助, またその機会

の保障について,体制の不十分さが課題として浮

かびあがってきている.障害のある子どもの発達

保障については,重度であればあるほど,あ る能

力を獲得させるために,長期間介入を続けねばな

らないといわれ (古塚,1992),重症児について

は早期からの最も手厚い発達援助が必要なことは

明らかである.に もかかわらず,現在でも多くの

児が,就学までの 6年間に定型児との明らかな教

育機会の差が生じており,重度であるほどその可

能性は高い。

もちろん,重症児の保育や幼児教育を担う施設

整備や人材育成が途上であることは確かだろう.

しかしながら, より深刻な問題として,発達保障

そのものに対する親の意識形成の困難さが窺われ

る.重症児の家族は,病気や障害が心配なあまり

「子どもを育てる」という視点を見落としてしまっ

ている可能性がある (沼 口 。前田・永濱,2005).

特に,超重症児のような医療的ケア度が高い児で

はその傾向は高いといえ,こ のような児はまた,

各感覚障害や重度の肢体不自由を合併する場合も

多い。そのため,児の反応を手がかりとした親子

間の相互作用が育ちにくく,親の援助者としての

揺らぎや悲観,諦めが生じやすい (北住,1995;

片桐・小池・北島,1999).さ らに,医療的ケア

度の高い児の場合,継続的なあるいは繰 り返され

る入院生活の中,育児の主体が家族にあることを

見失う可能性 もある.乳幼児期における親の意識

の問題は,児の発達保障およびそのための就学相

談にも影響する可能性がある.
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これらより,医療的ケア度の高い重症児の発達

保障における親の意識形成の早期支援について検

討することが重要 と考えた。そこで本研究では,

超重症児の基準に該当し種々の障害が重複するき

わめて重度な 2児の親を対象に,児の教育に関す

る意識について就学前後のインタビュー調査から

明らかにし,就学前の親支援について考察するこ

とを目的とした.

Ⅱ.方法

1.対象

小児病棟に入院していた 2児 (A児,B児 )の

親を対象とした。A児は出生時の低酸素脳症,B
児は 2週齢頃に原因不明の脳障害が認められ,い

ずれも発症時より入院を継続している 6歳児 (研

究開始時点)であった。いずれも人工呼吸器を使

用し,生活面で全介助を必要とする超重症児であ

り, また感覚障害と重度の肢体不自由を有してい

た (Tablcl).

Tablel 児のプロフイール

年齢と就学形態以外は1次調査時点のものを示した

低酸素脳症 低酸素脳症

障害時期 出生時 生後2週 目

2.手続きおよび分析

1)1次調査

201X年 1～ 2月 (A児 6歳 4ケ 月時,B児 6歳 3ケ

月時)に実施 した.調査方法は対話形式の半構造

化面接とした.質問項目として,①現在の児の成

長発達を含めた子育て全体についての思い②将来

の児の生活への希望③教育的支援について感 じて

いることやどのような支援を必要と感じているか

④子育ての中で問題に感じていることを設定し,

自由に語ってもらった。各質問項目に関するでき

るだけ詳しい回答を得るため,必要に応 じて発言

の意味の確認や前の質問内容を再度問い直しなが

らインタビューを進行した。

記録 として,Icレ コーダーによる音声記録を

行った。分析は次の手順で行った。まず,親の音

声記録を元に逐語録を作成し,児に関連した発言

を要約した.異なる質問で同じ内容や趣旨の発言

があったことから,著者 2名 と協力学生 1名 によ

る 3名 によりKJ法の手続きを行い,発言のグルー

ビングを行った。最終的に,①児の発達や反応 (児

の表出や変化について把握していること,発達ヘ

の期待あるいは諦念)②児の生活 (現在の児の生

活をどう捉えているか,将来の児の生活について

の考え)③児への思い (児 に抱く感情等)④教育

の必要性⑤教育のイメージ (学校生活や教育内容

に関するイメージ,就学前の教育的サービスの利

用とその印象),の 5つ のグループとした.な お,

同じ内容や趣旨の発言が複数回あった場合につい

ても全て抽出した。さらに各発言の内容と前後の

文脈から,で きる,嬉 しいなどの肯定的あるいは

積極的な児の捉えや感情からの発言,で きない
,

諦めなどの否定的あるいは消極的な児の捉えや感

情からの発言,実態や既知の事実を語 り特定の感

情が不明であった発言,「～したい」などの希望

を語った発言,そ して肯定と否定などの相反する

感情が含まれた両義的な発言に分類した。特定の

感情が不明な発言と両義的な発言を中立的な発言

年齢
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とし,肯定的 。積極的,否定的 。消極的,中立的 。

希望的の 3つ の意識として分類 した。これをもと

に,各意識の発言を集計 した。

2)2次調査

201X年 10～ 11月 (A,B児 とも7歳 Oヶ 月時)

に実施 した。就学形態について,A児 は就学の際

に重症心身障害児病棟に転院し,併設の特別支援

学校の病棟訪問部に入級,週 5日 ,午前と午後に

病室内で担任や複数教員による授業を受けた.B

児は,小児病棟での入院が継続され,地域の特別

支援学校の施設訪問教育対象児 として,週 2回 ×

1時 間,病室内で担任による授業を受けた。

2次調査では,1次調査の分析 においてグルー

ビングした 5つ の内容に関する質問を行った。そ

れぞれ,現在の意識あるいは就学に伴 う意識変化

について質問し,発言の背景について詳細な聞き

取 りを行った。記録および分析は 1次調査 と同じ

方法で行った。

3.倫理的配慮

研究に先立ち,児の入院先の看護部倫理審査会

の承認を得た。また調査対象へのインフォーム ド

コンセン トとして,研究の目的,プ ライバシー保

持,参加の自由について書面で説明 し,承諾書へ

のサインを得た.

Ⅲ.結果

1.1次調査 (就学前)に おける発言内容 (Tablc2)

1)児の発達や反応の捉え

A,B児 の親 とも,身体の成長等を語ったもの

の「反応のある子 とは違 う (A児親 )」 「反応は難

しい (B児親)」 という否定的な発言があった.

2)児の生活

A児の親からは,入院生活を継続することの望

ましさについての積極的,消極的,中立的な発言

があった.B児 の親は,児の健康面,安全面に関

する希望的な発言が多かった.こ れらの発言には

また,入院生活の継続を前提 とした内容が含 まれ

ていた。

3)児への思い

A児の親は,「 何かやってあげたい」などの希

望がいくつも語られた一方で,「 自己満足」「免罪

符的に面会に通っているのではないか」のような,

親自身の思いについての消極的な発言が繰 り返し

語られた.B児の親においても「自己満足」とい

う発言があった.ま た,児の理解や成長への希望

的な発言や,そ の困難さによる否定的な発言が

あった。

4)教育の必要性

A児の親は「ありがたい」と発言したが,一方

で「将来の (ための)教育は難しい」という否定

的な発言があった。また「何か習得する教育とは

違う」のように,就学には肯定的なものの発達に

関しては消極的とする中立的発言があった.B児
の親は「いろんな人との関わりが起きる」など肯

定的な発言があったが,人工呼吸器使用児の学校

生活についての否定的・消極的内容が繰 り返し語

られた.

5)教育に対するイメージ

A,B児の親とも学校見学を 1回 行ったことが

語られた.さ らにA児の親は学校見学に関連した

肯定的な発言があった.就学前の教育的なサービ

ス利用については,「見通しがつかない中で関わっ

ていてもしようがない (A児親)」「利用しにくい (B

児親)」 という否定的な発言があった.

2.2次調査 (就学後)における発言内容 (Table3)

1)児の発達や反応の捉え

「読み聞かせなど左の親指がよく動 くと言われ

る (A児親)」 「先生に教えてもらう事多い,読み

聞かせが好き (B児親)」 など,教師からの情報

に基づく肯定的 。積極的発言があった。また B児
の親は,教師から聞いた児の好きなことを複数発

言した.一方で,「 反応の中には痙攣も含まれる(A

児親)」「第3者感覚 (B児親)」 といった否定的・

消極的な発言があった.
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Lblc2 1次調査 (就学前)における意識別発言内容
()内は前後の文脈から著者らが類推したあるいは発言後に対象者に発言意図を確認した内容

インタビュー
'"象意識   クループ

A児の親 B児 の親

のひら大きくなった) 体温の変化はわかっているかと思う・光の刺激 (受容)は ある

・現状 (入所)のまま生活できることが双方によし,双方が良好な

関係ているには今かいい

①児の発達や反応  ・反応のある子とは違う。0年後.3年後 何か変化あればと思うか  ・重症なのでわかりにくい・成長発達.難ししい反応は難しい
難し0'児の反応かわからないので自分で判断するしかない

肯

定

的

・
積

極

的

③児への思い                                  ・喜びもある

④教育の必要性  ・とのような教育を受けられるかわからないが有り難い      ・工作している(てきそう)・ いろんな人の関わりが起きる・いろんな
事している・良くなれば行動範囲が広がる

C教育のイメージ  ‐就学前に1回学校見軋 授業風景をみた(よかった)・ (見学か  ・自宅に居れば(社会資源を)もっとやっている(使っている)・ 病院
ら)良くしてもらっている・(見学から)や れることを考ぇてしていた  にいて行くとこ決まっているから.相談とまではな

'夕
aヽ

②児の生活    ・今の状態では表現する方法がないと言ったらかわいそうだが見  ・年齢相応と言っ
て取れることができない。見て笑うなど今のところないのてわから
なしヽ 今の状態では思い当たることはなしヽ 考えられない どうな
のか自分が聞きたい。多くは望まない。(在宅だと)家族力tの子
のせいて大変になる

②児の生活

ても何か (分からない)

否

定

的

・
消

極

的

③児への思い    ・(自 分の)子の思いか確認できない。(自 分は)免罪符的に面会に ・成長していく喜びが味わえな0,苦ンみもわからないし.こうなっ
きているのではないか・自己満足になっていないか自問自答・―  たことを突き詰めるとやりきれなくる・自己満足になる・自分の判断
方的になっていないか                   で_′ かわか夕ない・見ていて苦しいときヽある

④教育の必要性  ・学校に上がることは考えも及はなかった・将来の(た めの)教育  ・呼吸器の児は制限されるのか悲しい。呼吸器使用というだけて
難しい                          教育も制限されること多t・ 幼稚園の時期は何もできなかった・学

中

立

的

・
希

望

的

①児の発達や反応 ・マッサープ時に涙をためる痛かったのか わからないけど・汗をか ・反射なのか(理由は読み取れないが反応はある)

く(理由は読み取れないが反応はある)

②児の生活     ・お互いに自分が負担になっているという思いをせずにと思ってい 。からだが大きくなるほと(介護に)限界があるし体力も使うか 病
る・重度の児を家てみるのはきれいことてはできないし へたすれ 状が悪くなるのが怖いくので介護したいという思い)Ⅲ阿瑠難見
ば共倒れする・学校に入ったら変わる力ヽ しれない       れるまわりの人が増えてはしい。本人があちついていること・何か

かできればという望みは少なからずもちたい晰 登録して学校
の先生か来てくれて 後は本人の病態か良い状態で過ごすこと・
なるべく自分たちと同じように過ごせる・高校までは同じこと(今の
ような生活)を組り返す・からたの変形はなくしたいし固くなるのは
怖いから体位変換や肺の訓線はしてほしい。命取りになるから無
気肺にならないようにしたい

③児への思い   。子の体が硬くなることは着替えなど痛いと思うからマンサ~ジをし ・子の反応が理解てきるとよい。兄弟と同じようにしたい同じように
ている・もっと子とものために何かてきることあるのではないか・親  育てたい同じように喜びたし,反応がわからないままやっている
の思い込みて判断するのでなくだれがみても反応かわかるとよ  反応がわかりたいイ可かのきっがすて神経が変化し何かあればな
t,何かやってあげたい・親どンて自分か考えられる範囲でできる  と思う。なるべく声をわヽするようにする
ことをやりたい。この子が話せたらどう感しているか知りたい

校に行ってt坪吸器の抵抗がある・連れ出しにくいので結局ヘット

に居ることが多くなる

⑤教育のイメージ  ・先のみとうしがつかない中でかかわっていてtしょうかなtヽ    ・なかな力■」用しにくい

反応かてれば

⑤教育のイメージ  ・(あ まり教育的サービスを)知らない・相談窓口は知っている。   ・自分て何もかも面倒みるとなると支援が必要・就字前に市役所
(知っていても)し ょうがなしい子育て支援しか利用していな0,必要| から連絡きた。1回学校の見学に行った
なものは思いつかない。利用していない

④教育の必要性  ・何か習得する教育とは違う・成果主義ては結果を求める教育をイ ・音とか刺激あるとよい.(学校)見学に行くと1つの部屋てみ人た
メープしているが 何かできるという教育ではなし,障害の程度で親  で音楽している (我が子は)できるかな

の考え違う・障害に応したカリキュラム (か必要 )・ 情操教育など音

楽など聞かせたい・笑ったり楽しい雰囲気になれは・子ともなりの

2)児の生活

A,B児の親いずれも,現在の生活を就学前と

比べて肯定的に捉えていた。だが「これといった

変化はない (A児親)」 「通わないからその時だけ

(B児親)」 といった,就学を必ず しも生活の変化

とは捉えていない発言があった。

3)児への思い

A児の親は「子の世界が広がった」「他の子と

同じようにみたい」といった肯定的・積極的発言

があった一方で,「できないことを見せつけられ

ている感じ」という否定的な発言,「 あまり感情

に流されないで見ている」という中立的な発言が

あった.B児の親は,「 子の存在を感じる」「社会

に出ている」などの社会的存在としての肯定的発

言が繰 り返 し語られた。また,「親としての責任

を (良 い意味でも悪い意味でも)感 じる」という

中立的な発言が繰 り返し語られた.

4)教育の必要性

「あった方がいい (A児親)」「必要だと思う (B

児親)」 と明言されていた。また A,B児の親とも,

教師の訪間を「いろんな人が関わることはいい (大

事 )」 とし,家庭や医療 とは異なる環境 として肯

定的に捉えていた。一方,A児の親は「将来役立

つとは思っていない」「教育というのは適当でな
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Lblc3 2次調査 (就学後)に おける意識別発言内容
()内は前後の文脈から著者らが類推したあるいは発言後に対象者に発言意図を確認した内容

意識   クループ
インタビュー対象

NEの親 鵬
=の

親

Φ児の発達や反応 ・籠み闘かせなど左の燿指が良く力 (と言わ

“

        ・先生に教えてもらうこと多しヽ 籠み闘かせ躍 .手を颯6のが
好き・自分でできることンかて ないにもそれでかい)・体位や体
勢はこの方が黎」わかる・発生が■ りヽかけてくれてけしめがある・
どデオや薔桑でなんどぶ凛

`e力
憫やかに

'な
る・薔やかなコンて

るか,… てヽいる・穏やN=すごしていることは勲じる・

_ ____ _____  __ ___ _   _  _________________ ____________   _____  _編

`]輌

1,1璧二.,1111=.II壺 '歯

`11:‐

1‐ t:【|`ね|●
=______________②児の生活    ・理 学校と0いた Uご寸する教育は小学校とまったく同レ 円

'A 
・人の輸が増えた・行取や学校など0らんな人と関わる分大変だ

活費にあるしポランティアヘの多茨庭ある・ブレイルームで季節の  (,ど世の中にてた期,い は)世にこの子を知れてない (状

行事に多加しその,日気に入れてもらう・イベント(=参加なとして  '兄だoたが

'陽

れる状況にな0,つ・豪務教育鮨まる
=と

で.関わ
いるCとしのことを考えるとこちうの方がいい朝 が贅が る・たく る人ができてきて見てもぅ0ている・先生たちはいるいる鵬してくれ
さんのスタッフがいる.ここ(:澤移いは介書のプロ甥;岡tは閾鍛的  ている・

'こ

■ちは1中泉ノめちやoてくれている・入学式にいっ
ですごく限ウИ●方0躙わるα 掌訓

=そ
う思,て0た ).扁憬

`  
て友連や先生と広が,赫 もらう・自分のやる気さえあ潮まで

病気をなおすところ0■学前はそう思って '⇒         ぬ Cどなア
`し

もヽoと (外界
～

連れて錮 ,ばいいく就争前は)

枷 薄いため痛婉など関わる人も限られた

o見
^ぁ

恩:T― :=手ぁ硼饉転i:天■t,「:百秀と,でi7と葱慧
=ぇ

●i`=R薔幸面雨口,そtI訥,=彗が,[ia季輌ぅ「天ぁス]E
のでは

'●

●かと思っている■6んな人が来てこの子の世界は広  て見る時少な力ヽ たくれ字前③幼権口は病棟にいるから,力t
がっ1●と思う・他の子と同じよう|あた_tヽ (みようと観っている)   くていtヽ (と思っていたoが員1'ち 力督[わ。1●)17●レて■ヽるという

のは懃じる Orl綺 10この子の存在がわからよ なる(時があ0
た).■や力●調していてあリカゝ い人とて見られている・社会
に出ている・自分の気持●ナ硼

"も
、t�

=く
就学枷

`)自
分の

中で(B分が)■められる
=と

も少な0ヽた・沢山の人が関わること
でメ0日t漉,る .先生が(自分を)実1[´てくれる.・人が関1,るこ
とがすこい

て漱1爾の2蜃性   ・毎1日 先生.が来
~て

くオ
`る

こと,てくうオu.い |ヒ会保障tガ,1嘲場

"  

・(職学
=,■

)社会(こ出,ょいかメ教育)t'1よくていt,(と3・えてヽ ヽ

餃青
"け

うイ:るのはう,■ い■ろヽ人′,ソ●`欄わることはいいこ  1●が気1,ち が笞[わった)・11詢レ
‐
でt=tt,必

==だ
と思う・こともが

とだと思う・あった方がいいとは層う・縮 を受け(らオ0るのはあり 社会の

…
すこと人事■ヽうんな人が関権 と大3

がたιヽ体を動かすCどつ

一

長線上にある

肯

定

的

・
積

極

的

った 工

ろヽt

ろヽし
るヽ・(授業外も葵 用に】声

をが すてもらっている・いろんな人が関わっている。中身の濃いも

のをやっている・以前の病1院の同室の児の状況をみていたので .

週 1回 の訪間でその延長線のイメーブだったが全然違う・交換日記

みたいなものがあり.毎 日記載がある

てくれていることがうれしい・
の子の状況をみてし 今後どう成長す

望もある・かかわってもらうことがすごくうれしい・(先生が授業外に

も)会いに来てくれた・こういうことをしてくれるために現在の病院
には先生がいる・一つ一つがうれししヽ 行為がうれしいtの子に

対してこうしてくれていることがうねしい。語リカヽ すてくれることがう

れしい・季節感もある。いるんなことしてくれてありがたい

とし

れしt'

①児の発達や反応 ・特に変わったことはない・表情や態度ではわからない・教育を受  ・自分では読み取れないし難しい・親だが第3者的感覚でみてい
けるようになり児の変化はなしヽ 左の親指が動Kこ とは冷静に見て る 音楽聞かせたいけどしなきゃと思うけど難しい。自分は複雑な
痙攣なのかと感じる・100%こ の子の反応ではない・反応の中には  思い

痙撃も含まれると思っている

②児の生活    ・これと言っての変化はない・親にとっては.来られる時間が限ら  ・わかりづらしい自分は見ているだけ・通わないからその時だけ・繋
れる・積極的に子に関わる親はここではいらない        かりは紙 (教師からの通信)l枚

草 0克入あ恵ti IC誤 あ様子がうれ U破面,普通itと読 颯 ねたり遊んだりす :親はそぎitくし::百分あれ はtЙ鶯えらで言
=り

かする葦れ じ(:

欲           る姿見たかった・できないこと見せつけられている想ン(できない  自分の中で無言ておむつ交換してしまうことある・自分で忙しくな
1´          ことの)現実を押し付けられている感じ・もっと普通に元気に話した ると(かかわりが)仕事のようになる・幼稚園に通わ想すれは本当

りと思うが仕方がない に家の中だけ。いるのかいないのかの存在。この子をどう育ててい

けばよいのか・ただただいる生活が変わらないから申し訳ない・自

分の都合だけではいけない・社会 (学校)に出ると期限などすごく

重みを感じる。このままではいけないと思うがなかなか

消

極

的

④教育の必要性 ・教育 (の 21要性については)迷っている.そのことをひどい親と思
う・役立てる機会はない・将来役立つとは思っていない・5遡

:軍する

機会tない・教育というのは適当てはないと思う

中

立

的

・
希

望

的

⑤教育のイメージ  ・治ることはない 将来像は難しい・どう生きていけるかどうかイメージ難しい・健全
な子ならイメージしやすい

①児の発達や反応 ・他に比べると体は
'」

ざい

②児の生活    ・学校に上がった。それ(就学)を 親の負担が少なくなったとるか

子どもと関わる時間少なくなり楽になったと捉えるか。(前の病院と
は)病院の性格が違う。(現在の)病棟は (前の病棟と)全然違う感
じ.病院の性格が違う・風呂は火曜日.金曜日・病院に居る時は

気づかなかった

0曲 じヽ   :あ まjうな情ri流されなtiそみでしお             :社会●覆,it出意ユオt良t億疎
:で
萌軋意ヽ味ても|)董さを蕊

る。この子を一人の人として社会に送り出す親の責任を(良い意味
でも悪い意味でD重く感じる・社会に出た第一歩での重さを(良い
意味臨 い意味でも)すこく

`麒
じる・もっともっと本当はできる限り

のことをしてあげないと・親としての責任を(良い意味ても悪い意味
でり すごく感じる。重圧感・社会にてたことによって親としての質
任が苦しい・義務教育が始まり二つの思い0札 い思いと親の責
任の重圧感)

④教育の必要性  ・子どもの教育への思い・教育の必要性 (の判断)は むず力もい・
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い」など発達を目的とした教育の必要性について

1次調査と同様の否定的な発言があった。

5)教育のイメージ

「他の子も夏休みに工作を親が手をかけ関与す

る度合いが違うだけ (A児親)」 「普通の子と同じ

ように接 していることがすごくありがたい (B児

親)」 など,教育内容は定型児と大きく変わらな

いと捉える肯定的な発言があった.ま たA児の親

は「療育という言葉がぴったりくる」という発言

があった。一方で,教育を通した将来像について,

否定的・消極的な発言があった。

3.1次調査および 2次調査における各意識の発

言数について (Table4)

Tabl“ 1次調査および 2次調査における抽出発言数

_蜀     バ.1 _       1'欠 麟  (就学前)      2次 調査(就学イだ)

思:叫     ノル~ノ
      

～
巳親    B児 親    A児 親    B児親

肯定的・  児の発達や反応     2      4      1      10
積極的  児の生活        2      0      10      11

Ⅳ.考察

本研究では,親の発言を3つの意識に分類 し,

発言内容の背景にある意識の検討とともに量的な

分析を試みた.発言の繰 り返しは,背景にある意

識の強さを反映すると考えられる。まず,A,B
児の親の就学前後における意識の変化について考

察する。その上で,就学前の親の意識形成に関す

る背景を考察し,超重症児の親支援について提案

する.

1.就学前後における親の意識の変化について

いずれの親も,就学前と比べて就学後の肯定的・

積極的な発言が顕著に増加しており,就学が児の

肯定的な捉えに繋がったと考えられた。A,B児
のような反応不明瞭な児においては,かかわり手

が子どもの身体の動きなどに対 しどのように気づ

き捉えていたかを明らかにすることが重要である

(松田,2002).A,B児の親とも,教師からの日々

の通信について語っていた。教師から,児の反応

と変化に関する情報が教育の展開と共に継続的に

伝えられる中で,親の中に少しずつ新しい児の姿

が蓄積され,児の発達が実感を伴って意識された

と考えられた.

また,A,B児 の親とも,就学による教師との

関わりを「いろんな人が関わる」と表現 し,新た

な人的環境として肯定的に捉えていた。さらに就

学後の B児の親は,児の存在の認識に関する発言

や,親としての責任についての発言が繰 り返し語

られた。就学は,すなわちライフステージの移行

である。就学により児の生活が変化したことが実

感されたことが,児の発達の実感とあわせて社会

的存在としての児の認識に繋が り,親の役割を強

く意識し始めたのではないかと考えられた.

2.重症児の親の意識形成における課題

A,B児の親の発言から,超重症児の親の意識

の背景には,児の生命や尊厳を守 りたいと願うい

わば “保護者"の 立場,児 を育て社会的な自已実

現を図 りたいと願ういわば “養育者"の立場の 2

一一一一一一

教育の必要性
児への思し

教育のイメ~ン

児への思し

児への思 t

猫 のイメージ

_____________二 証 ___里 1鯉主 __」二笙但 ____菫_0壺と___」ユω ttL
否定的・  児の発達や反応     3      3      6      4
消極的  児の生活        6      1      3      4

教育の必要性

1次調査では,A,B児 の親とも,中立的 。希

望的内容が最も多かったが,2次調査ではA,B
児の親とも肯定的・積極的内容が 50%以上と最も

多 く,次いで否定的 。消極的内容,中立的・希望

的内容の順であった。「教育の必要性」に関する

発言数について, 1次調査ではいずれの親も否定

的。消極的内容が肯定的。積極的内容よりも多かっ

たが,2次調査では肯定的・積極的内容が最 も多

くなった。また B児の親は,2次調査における 5

グループ全てについて肯定的・積極的な発言が最

も多かった。
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つの立場があると思われ,就学前の親には,前者

の保護者としての意識がより強く働いていると思

われた。しかしながら,A,B児の親の 2次調査

では発達や教育に対する肯定的・積極的な発言が

みられ,養育者としての意識が高まったことが推

察された。就学前にこのような意識形成が困難な

理由として,児の反応の不明瞭さにより母子相互

作用が実感できず,児を育てるイメージを形成す

ることが困難であったことが考えられる。また A,

B児の場合,生後間もない時期からの入院児であっ

た。昼夜を共にする共同生活者でないという状況

が,育児への実感を希薄にし,相互作用成立をよ

り困難にさせている可能性が考えられる。近年 ,

障害者の権利に関する条約が批准され,就学にお

ける合理的配慮が位置づけられた
1)こ

とで,就

学先決定において親の判断がより重視されるよう

になってきた.児にとって適切な就学先を決定す

る上で,親が児の発達の可能性を正しく理解 した

上で教育相談を進めることが必要といえ,養育者

としての意識形成は就学前の重要な課題と思われ

る。

他方, どちらの親も,就学後の児の変化を肯定

的に受け止めながらも,発達保障としての教育に

ついては必ずしも肯定的ではない。重症児の親に

おける教育の捉え方の特質とも考えられるが,2

次調査の時期が就学後半年しか経っておらず,就

学前の児を社会的存在として認識できなかったと

する発言もあったことから,現在少しずつ意識が

変容している過程であるとも考えられる。学齢期

の重症児の親の教育の捉えについて,学年進行に

伴う縦断的あるいは横断的調査を行うことも必要

と思われる。

3.超重症児の発達保障のための就学前の親支援

とは ?

障害児の親は,育児の中での苦悩と努力の繰 り

返し,期待と挫折の繰 り返しといった,自 ら行動

するという主体的過程を歩む中で “親となる"意

識の発達が生 じる (泊・豊永,2005).し か しな

がら就学前の超重症児の親の多くは,主体的過程

が得られない状況の中で苦悩し挫折していると考

えられる。超重症児の発達保障のためには,親が

早期から児の発達や社会参加を肯定的に認識し,

養育者として児と向き合える支援が重要 と考え

る.就学前における親の肯定的・積極的意識を促

進するための支援を提案する.

第 1に ,児の発達的変化を認識できる情報提供

が意識形成を促進すると考える.児にかかわる看

護師や保育士などのスタッフ各人が,親 と話す際,

発達的変化として感じた児の姿をできるだけ明確

に伝える意識を持つことが必要である.ま た,複

数のスタッフが情報を交換 しながら日々の児の姿

について親に語ることで,親はスタッフチームそ

のものを児と繋がる共同生活者の集団として認識

しやすくなり,社会的存在としての児の認識に繋

がると考えられる。このためには,情報共有のた

めの職種間連携と, これにより各職種がもつ重症

児療育に関する知識や視点を共有することが不可

欠といえる.A児の親の就学後調査の「療育とい

う言葉がぴったりくる」という発言は,A児の親

において就学前後の療育の捉えが異なっていた

ことを示唆してお り,A児の療育環境に新たに加

わった学校教育が親の意識に働きかけたと思われ

る.特に教育の分野では反応がきわめて不明瞭

な重症児や超重症児においても発達援助の効果

が示 されてきている (川 住,2003;野 崎・川住 ,

2012;宮 地,2015).医療 と教育,そ して自己実

現という療育の理念通り,乳幼児期から両輪の取

組を親に示し続けることが重要である.

第 2に,上述の内容とも関連するが,親が重症

児の教育課程をイメージするための学校見学の機

会や保護者交流の機会を就学前に提供することが

挙げられる.1次調査において,A,B児 とも 1

回ずつ学校見学を行っており,見学から就学後を

イメージした発言がみられた.特にA児の親は見

-71‐



学に基づ く教育のイメージの肯定的な発言が複数

みられた.重症児の場合,親は自身の追体験とし

て児の教育課程をイメージすることができず,教

育の必要性を認識できない,就学先を判断できな

い,な どの困難が生 じると考えられる。モデルと

なる他児の教育現場を見る事や,先輩の親の話を

聞く事で,児の発達可能性や教育的ニーズが整理

されると考えられ, また自身の孤立感が軽減され

る効果も期待される。そのためには,教育機関と

医療機関における早期連携体制の強化が必要であ

る。例えば,選択肢となる学校が定期的に医療機

関からの情報提供を受け,能動的に就学相談を推

進するシステムを構築することが有効ではない

か。可能であれば,児が学校,院内, 自宅などで

教育を体験できる機会を定期的に設けることも有

効であろう.ただし,超重症児の親には児の生命

に関する不安や自身のショックも大きい.親の精

神状態を踏まえつつ適切な就学にむけた移行支援

を行うスケジュールの検討が必要である.

最後に,上述のような取 り組みによって,直接

的あるいは間接的に育児と向き合う過程を提供 し

てゆくことが,親 自身の心理支援になると共に,

児の発達保障に繋がると考える.
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