行動療法的ア プローチを通 しての 日常生活支援
―母子分離が困難な親子への関わり―
Daily life support by the behavior therapy approach
―I nternention for the mother and daughter to haved difficulty to separate―
子どものこころ診療部

大久保敏子

〔
要旨〕
行動療法的アプローチとして医師と決めた 目標 を､子 どもが忘れて しま う為､目標 を明記
し､生活記録表を記入 してもらい､毎週の診察 日に評価 しなが ら日常生活支援 を行 った｡そ
して､オペラン ト法と限界設定を明確に して関わ り､他職種 と連携 をとりなが ら環境調整を
行 った｡同時に､疲労 していた母親に対 し話 を傾聴 し､母子分離を促 し母親の負担が軽減で
きるよう関わった｡当初､入退院を繰 り返 していたが､在宅でも可能 となった｡その 1年間
の関わ りを報告する｡
〔
キーワー ド〕
生活記録表､ 目標 と評価､母子分離
Ⅰ､は じめに
『
子 どものこころ診療部』の看護師の役割の 1つに､待合中の表情､子 どもの動きの特徴､
話

し方､視線が合 うかなどや親の対応方法や親子関係などの観察がある｡中には診察室では見
せない姿もあり医師に情報提供 している｡また､親子別々に面接する場合､症状が辛い時､
不安や緊張が強い時､一人では待てない時など､廊下で待 っている間､話を聴きその子に合
わせて何か遊びを通 して関わるように している｡
今回､行動療法的アプローチのため医師と決めた 目標や約束を､診察終了後すでに子 ども
が忘れて しまっていることに気づいた｡そこで､目標 を明記 し､生活記録表を記入 してもら
い､毎週の診察 日に評価 しなが ら日常生活支援を行 った｡当初､入退院を繰 り返 し､身体症
状の訴えが改善せず､家族内病理 (
親子の葛藤や親子関係の問題､親の精神的病気のこと)
も根深かったが､医師や他職種 と連携 をとりなが ら治療を進めてい くことで､現在は､家庭
でも生活 していける方向までたどりついた｡その 1年間の関わ りを報告する｡
Ⅱ､患者紹介
症例 :Aさん

1
5歳

病名 :適応障害 :不登校

背景には発達障害 (
注意欠陥多動性障害､広汎性発達障害)の

可能性がある｡
家族背景 :父 ･母 ･弟二人の 5人暮 らし､
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父親は会社員､母親は専業主婦で､6年前〜うつ状態のため精神科通院
病前性格 :いい加減､飽きっぽい (
本人述) や りたいことは一生懸命やる､好奇心旺盛 (
母
逮)

現病歴 :小 5 (H1
0年)より不登校 となる｡中 2 (H1
3年 5月)か ら中間教室に通 う際､
3年 9月より､意欲低下､頭痛が出現する｡近医受診後､紹介にて H
腹痛を訴える｡ H1
1
3年 1
1月当科受診される｡その後入院 したが本人の要求で､す ぐに退院になった｡しか

し､身体症状は続き､不眠､持続する咳､希死念慮を訴え自傷行為が出現 し､母親を振 り
4年 4月〜5月第 2回目入院となる｡H1
4
回 し母子間の距離が上手に保てないため､ H1

年夏頃より､幻聴､幻視の訴えが目立ち不安焦燥感が強 くみ られ､思考力､判断力が全般
4年 7月
的に低下 した｡母親の疲労が募ってお り､本人､両親 ともに入院希望がありH1

〜1
2月第 3回目入院 し精神療法､行動療法的アプローチ､作業療法､院内学級利用など
が行われた｡
倫理的配慮

:Aさんと母親に研究の目的を説明 し同意を得た｡

Ⅲ､看護の展開

1､看護上の問題点
1)些細な事で不安が強 くな り､身体症状を母親に訴えた り､パニックとな り生活に支障
をきたす｡
2) 対人関係が築きに くく､孤立 しやすい｡自分で意思決定 して行動ができない｡

自己肯定感が低い｡
3)母親の不安が強 く､疲労 している｡

2､看護目標
1)身体症状で辛い時､パニック時､症状が落ち着けるよう行動がとれる｡
(
病院に電話 して相談する事ができる｡)
2) 目標をもって日常生活を送 り､振 り返ることができる｡自信がもてる経験が増える｡

安心 して自発的に参加できる場を増や し､対人関係が構築 していけるようになる｡
自分で意思決定 して行動できる｡
3) 母親の不安が緩和する｡ 自分が リフレッシュできる時間をもてる｡

3､看護経過

1)身体症状の訴えは動揺する母親に向けられる事が多く､又､母親と 2
4時間べった り
で母子分離が難 しく母親が疲労 していた｡そのため､母親 と距離が保てるように一人で
のバス通院を援助 し､困った時は外来に電話をして相談するよう指導 した｡
身体症状で辛い時､作業療法へ行 くことを嫌がる時､バス通院中や薬を飲み間違えて
パニック症状になった時などに､自ら電話をしてきた｡苦痛症状の訴えを聴き､状態を
判断 し､なるべ く作業療法へ行 くことに対 して頑張れるように励ま し促 しなが ら支援 し
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た｡それによ り作業療法への通院が継続できている｡幻聴や身体症状が辛い時､一人で
乗 り越え られ るように､頓服 を内服す るタイ ミングや､気が紛れ る方法 を自らが考える
ように関わ った｡また､パニ ック時は､話 を聴 く中で､Aさんの気持ちをまず受けとめ､
その場か ら離れて､頓服 を内服するよう促 し､内服できた ことを確認 した｡そ して状況
を確認､整理 し安心 させ､落ち着 くことができた｡その後､大 きなパニ ック症状の出現
もな く､電話 をすることな く自ら頓服 を内服 してコン トロールできている｡

2) 退院 時､退院後 の生活
に ついて ､ 医師 との約束
を明記 し渡 し､生 活記録
表 を記載 す るよ うに指導
した｡ 当初､手指 振戦 が
あ ったの で書 きや す いよ
うに､A3サ イズ の継 時
的 な生活 記録 表 を作成
(
図 1) したが､ 作 業療
法 でク ロスス テ ッチ に も
集 中 して 取 り組 ん で い る

図 1 継時的な生活記録表

こ とがわ か り､細 か い記

人 も可能 だ と思わ れA4サ イズ‑ 変更 した｡ 記 載 の 内容は起 き た､寝 た､ ご飯 を食べ
た ､XXに行 った とい った簡 単 な 行動 内容 と不 調 の訴 えや入院 した くない とい う拒否
的要求の 訴 えが主 であ った｡

もう少 し自分 か らもプ ラスの 行動 や感情 に も目を向け､自己肯 定感 を高めてほ しいと
思い､
良か ったこと､嬉 しか っ
た ことの欄 を設けた り､
た くさんの薬の自己管理
への手助 けとして､薬の
内服チェック欄 を追加 し､
問題に焦点を当て生活記
録表 (
図 2)を再作成 し
活用 した｡Aさんか ら書
きやす くなったとの感想
も聴かれ､ 自分の良か っ
た事 も振 り返 られ るよう
図 2 生活記録表
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にな り自信につなが っている｡また､診察時に医師も生活記録表 を活用 し本人 と評価 し
て目標 を設定 している｡
更に､行動 目標 と評価
表 を作成 した｡左側に次
回来院までの 目標 を記載
し､右側に医師､看護師､
患者 とで評価 を し､でき
た ら報酬 としてシールを
貼 るように した｡(
図 3)
通院や作業療法以外に
学校､ ビーズ教室､教会､
ピアノ教室など時には誘
導的ではあるが参加でき
図 3 行動 目標 と評価表

るよ うにな った｡キャンプや

スキーな どのイベン トなどは自らインターネ ッ トで調べ､参加
したいと希望 してきた｡新 しい場への参加の場合､医師よ り注意事項 を確認 し､両親 と
関係
者 とで連携 をとり環境調整 を行 った｡1つ 1つ経験 してい くことで対人関係 をもつ機会
が少
しずつ増 えてきている｡また､関わ り始めた頃は､質問にや っと答える程度で断片的な
会話
だ ったが､現在 は､感情も入れなが ら話の内容が深ま り､第三者に交渉するコ ミュニケ
ーン

ヨン能力もできてきている｡

3)母親への関わ りとして､Aさんが診察中､廊下で母親の話 を傾聴 した｡ ｢
一 日中､子
どもが 自分に付 きまとい､腹が立 ってイライラする｡ 自分の方が参 って しまいそ うだ｡
作業療法に行 っている 3時間が唯一､子 どもと距離 をおける自分の時間だが､あっとい
う間に過 ぎて しま う｡あま り休めない｡｣ と訴 え表情は暗 く､ とても疲労 していた｡そ
こで､子 どもと距離 をと り気分転換の必要性 もあると話 を した｡｢1番や りた いのはテ
楽 しくって｣
ニス｣との言動 も聞かれ ､ 2月には 1回/週､2時間のテニス を始めた｡｢
と笑顔で話 して くれた｡
又､｢
夫が仕事で深夜まで帰 らず､家庭の事 を任 されて負担になっている｡｣と訴えた｡
月に 1回は､父親 も診察に来て医師か ら関わ り方の指導 を受けている｡主治医は親担当
と子 ども担 当と 2人で担当 し､毎週､診察 を行 った｡

9月に新築へ引越 し､各 自の部屋を設 ける事で 21時以降は干渉 し合わないことを約
束 し､母親 との距離 も保てるようになった｡
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以上のように､母親に対する際限のない訴えや要求に対 して､これができたら要求に
こた
えると約束 した り､これ以上は駄目だよという母親ができなかった枠付け ･限界設定を
明確にして､母子分離を促 し母親の負担を軽減するよう努めた｡母親は､本人の前で ｢あ
｣とほめ､認める言葉が聴かれ
ま り関わってやれなかったけれ ど頑張って くれま した｡
た｡Aさんが母親に直接､認め られる言葉をかけてもらうことや､褒めてもらうことは､

Aさんの自己肯定感を高め､自信へとつながると思われ､意識的に母親の言葉をAさん
の前で繰 り返 した り､共に喜んで､母親 と子 どもの橋渡 し的な役割としてAさんに返す
ように した｡1
2月には ｢
去年のことを思 うと､子ども自身で頑張れている事が増えて
いる｡｣と子どもを認め られ､｢
今後の不安がない訳ではないが､こんなもんかな｡
｣と
折 り合いをつけ､現実を少 しずつ受けとめ られるようになっている｡
Ⅳ､考察
､地域 と連携 して関われた｡
今回の症例は､医師及び多職種 (OT)
そ して､治療として行動療法の方法の中で､オペラン ト法 (
望ましい行動をした時には褒
めた
り褒美を与えた りすることで､その行動を身につけさせる方法)が Aさんに当てはま り有効
であった｡褒める事､認めることは､望ま しい行動を増やす事につながる｡望ま しい行動が
少 しでも出現すれば､それを認め励ましていく必要がある｡
それ と同時に､Aさんの際限のない訴えに対 して､限界設定を明確にしたことが有効だっ

た｡
通常､子育てにおいて､親は､子どもの言 うことを何でも聞 くのではな く､これ以上は駄 目
だよ､これが限界だよと押 し戻 し､枠付けをしていく必要がある｡それを子 どもも感 じな
が ら､自制 して成長 していく｡Aさんの母親はこの枠付けが上手 くできず､子どもを突き
放 した状態であった｡
あいまいであった枠付けを整理 し､限界設定 (リミッ ト･セッティング)を明確に した関 り
が有効であった｡
そ して､医師と目標設定することで､治療的介入することにつながった｡表示することで
明確にな り､Aさんが意識的に取 り組めることにつながった｡Aさんが達成可能な目標であ
ること､短い言葉でわか りやすい具体的な内容であることが大切と思われる｡
また､生活記録表は､Aさんの レベルに合った形式で提供できたことが､継続 していくこ
とにつながったと思われる｡"
継続は力な り"というように 1年間継続 して関わってきた こ
とで､Aさんがパターンとして望ま しい行動の植え付け､定着へとつながってきたと思われ
る｡表現能力が充分でない子 どもの場合､短時間の診察の中で､患者の状態を評価 ･診断す
る情報 として生活記録表は有効であった｡記録に残す事は､評価 していく上で大事な手段で
ある｡
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そ して､更に､母親の抱え切れないことを､病院で請け負っていくことが､母親の安定に
つなが り､それが､子 どもの安定につながる｡子どもが安定すると､更に母親がまた安定
していくという良い循環を導いたと思われる｡
今後は､学校を卒業する､そ して､医師の指示ではなく､Aさんが自分の力で生活 してい
かれるような枠付けを自らできるよう､自発性 ･自主性を伸ば していく自律への援助が課
題である｡
Ⅴ､まとめ
子 どもは､その時の問題を解決 し課題を達成 しても､成長過程における新たな課題が待ち
構えていて､それを成長とともに乗 り越えていく必要がある｡こころの問題を抱えた子ど
もたちは､課題を達成することが困難な場合も多く､成長を実感できないケースもある｡
しか し､今回､一年間の関わ りを振 り返る中､関わ りの効果と､親子の成長を実感できた｡
今後も､この子自身の自発性 ･自主性を伸ば していく自律への手助けとなるよう関わってい
きたい｡
この研究にあた り､ご指導､ご協力下さいま した､精神科神経科医師､佐久間文子先生に､
深 く感謝いた します｡
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