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本稿では、平成 13 年度より成熟期看護学講座の全教

員の取組みである高齢者ケア施設の看護職を対象にした

看護実践研究指導事業を通じて、研究的取組みになった

経緯とその意義についてご紹介したい。

看護実践研究指導事業の目的は、県立看護大学として

の使命の一つである看護実践現場で働く看護職の質の向

上を図り、これを通じて県民が受ける看護の質の保障に

貢献することである。したがって、本事業は、県下の様々

な場で働く看護職を対象に、各講座で、また複数講座で、

さらに全学的取組みとして行っているものである。　

成熟期看護学講座が行っている本事業は、当初から高

齢者ケア施設全体を視野に入れたものではなく、当初は

特別養護老人ホーム（以下特養と省略）で働く看護職を

対象にしていた。それが介護老人保健施設、引き続いて

平成 19 年度より医療保険適用の療養病床で働く看護職

へと拡大して高齢者ケア施設となったものである。

具体的展開は、特養を例にすると、県下の全特養を医

療福祉圏毎に 3 年計画で、まず、各施設を訪問して看

護職に面接し、施設と看護活動の現状を把握し、医療福

祉圏域毎に面接結果や優先課題を整理する。次いで、圏

域の看護職を募り、面接結果と優先課題を共有し、各施

設の看護職が自施設の現状を踏まえながら、どのように

取組む必要があるか、取組んでいけるかなどを共に検討

するワークショップを行うというものである。なお、こ

のワークショップの目指していることは、高齢者が施設

でその人らしく生活できるための支援の実現である。

このように本事業の特徴は、県下の全特養を悉皆的に

訪問して看護活動の現状を把握し、現場の課題に即した

ワークショップを実践していることである。このような

取組みは、全国的に類を見ず、特養や看護職及び看護活

動の現状は全国の縮図とも捉えられた。また当時、特養

看護職の活動に焦点を当てた研究報告は非常に少なかっ

た。そこで筆者らは、本事業で得られた特養や看護職が

おかれている現状とその活動の現状、及び課題などにつ

いて、研究的にまとめて公表することは、特養の看護職

自らが、これを通じて自施設の現状を客観視でき、看護

職としての活動のあり方を追究する上で資料となること、

また特養の関連施設や組織の看護職および高齢者看護の

教育・研究者が、研究対象の一分野として取組むことを

期待できること、そしてこれらから筆者らの今後の取組

みのヒントも得たいと考えた。そのため、対象とした看

護職や施設長にその意義を説明して了解を得た。そして、

得られた膨大なデータを一つ一つ丁寧に、かつ焦点化し

て研究報告として関連学会に、また本学紀要に報告して

きた。これは、本学で高齢者看護学の教育に従事する若

手研究者が研究的にまとめ、報告することによって、他

の研究者からの様々な見解に対応していく過程を経験し、

研究者として成長できることも狙いであった。

このように公表することにより、昨今、筆者らの報告が

引用された特養における看護や看護職に関する研究報告、

科研や厚生科研を活用した報告などが多々みられるよう

になった。また、公表することによって、厚労省主催によ

る全国規模の特養看護職のリーダー研修への参画の要請

があり、これらを通じて、多くの看護職や研究者との交

流ができた。さらに、これらの交流により全国の特養の現

状が把握でき、看護活動のあり方を共に追究できる機会

も得、その結果を県下の特養看護職に紹介することによっ

て、各施設の取組みを推進することに繋がっている。

以上、本事業の本来的目的は、研究することにはない

が、得られたデータを素材に倫理的配慮をし、研究的に

取組むことは、様々な取組みに繋がり、それがまた現場

に還元できるという循環を生む。このようなことから、

本事業の本来的目的の達成を目指しつつ、これらを素材

に研究的に取組むことは、意義があることと考える。
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Ⅰ．はじめに

3 年次に行われる小児看護領域の医療施設実習は、複

数の施設を用いて 2 週間行われている。この実習で学

生は、患児の看護過程の展開を行うが、その期間は異な

る。療育を目的として入院している患児や、長期入院を

要する慢性疾患をもつ患児を受けもった場合は、実習開

始日から終了日まで、一人の患児を継続して受けもつこ

とができる。そのため 2 週間をかけて、情報収集から

看護援助の計画・実施・評価といった看護展開をするこ

とが可能である。しかし急性期の患児を受けもった場合、

2、3 日という短期間の受けもちのこともあり、非常に

短い期間で看護展開をすることがある。また状況によっ

ては、受けもち患児がいない実習日が存在する学生も

おり、学生はこの期間に看護展開をすることができない。

このように看護展開に使う時間や経験が異なる実習では、

学生の小児看護についての学びには違いがあることが考

えられる。

それを補うために臨地実習終了後は、学生が学びを共

有し、意見交換するためのまとめの時間を設けている。

しかし受けもち期間の長短による学びの特徴に関して検

討を行っていないため、学びの内容に特徴があり不足し

がちな学びがあるとしても、この時間を使って有効な指

導が行われているとは言い難い。受けもち期間の長短に

よる学びの特徴を明らかにすることができれば、医療施

設実習の実習指導や実習後のまとめの場で、小児看護に

ついての学びで不足しがちな内容を適切に補足すること

が可能になると思われる。

そこで本研究では、小児看護領域で学生が患児を受け

もつ日数の違いによる小児看護の学びの特徴を明らかに

し、実習指導の示唆を得ることを目的とする。

　

Ⅱ．小児看護領域医療施設実習について

看護学領域別実習は 3 年次生に行なわれ、そのうち

小児領域実習は、小・中学校で 2 日間行われる学校実

習と病院等で 2 週間行われる医療施設実習で構成される。

医療施設実習は 2 週間であるが、実際に臨地で患児

を受けもつことができるのは、振り返りのための学内学

習日や休日を除くと最大 9 日間となる。医療施設実習

の実習目標及び学習内容は表 1 に示した。

医療施設は 4 病院と 1 肢体不自由児施設を用いてい

る。そのうち 2 病院は主に 1 週間程度の入院期間を要

する感染症等の急性期疾患患児が多く、1 病院では悪性

腫瘍や難治性疾患など慢性期疾患患児が多い。残りの 1

病院では、重症心身障がい児（者）を対象とした病棟を

利用している。

Ⅲ．研究方法および対象

1．研究方法

学生の実習記録から学びの内容を抽出し、小児領域医

療施設実習の学習内容（以下、学習内容）に合わせ学び

の内容をまとめ、さらに学習内容ごとに学んだ学生の人

数を数え、受けもち期間別にその特徴を検討する。

2．研究対象

平成 19 年度小児看護領域の実習記録の一つである、
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『実習サマリー』の中の一項目『受けもち児と家族の看

護からの学び』の記述内容を対象とした。『実習サマリー』

とは、複数の患児を受けもった場合でも 1 事例に対し

て行った看護展開をまとめ、実習による学びを記載する

ものである。『受けもち児と家族の看護からの学び』の

記入欄は A4 判 3 分の 1 程度である。

『実習サマリー』は、先に述べた臨地実習終了後に行

うまとめの時間で使用するために複写している。本来は

授業時間が終了した後に複写を破棄するが、研究に用い

る目的で研究者分を鍵のかかる保管庫に収め、該当の成

績が確定した後に、研究同意の得られた学生の複写を研

究対象として用いた。

ただし重症心身障がい児（者）を対象とした病棟での

実習記録は、本研究の対象からは除外した。その理由

は受けもち患者の特徴として、平均年齢は 23 歳と高く、

重複障害が重度で他の学生が受けもった対象と非常に異

なっており、学生の学びの記述に「子ども」「成長・発達」

「遊び」「親」といった小児看護に特徴的なキーワードが

見られなかった。これに対し、教員間で学生が小児看護

に特有な看護についてどのような学びを得たのか、まだ

見解を得ていないためである。

3．分析方法

『受けもち児と家族の看護からの学び』の中から、学

びの記述に着目し、意味のある文節を抽出した。さらに

内容を要約しデータとした。実習指導への示唆を効果的

に得るために、学習内容に沿って整理した。学習内容の

どれにも当てはまらなかったものをその他とした。さら

に整理されたデータを類似した内容でまとめてカテゴリ

とした。この作業は研究者間で合意が得られるまで繰り

返し行った。それぞれのカテゴリ内で学びを記述した学

生数を数えた。

受けもち期間は、受けもち開始日から受けもち終了日

までの期間から、休日等を除いて算出した。さらに実際

に患児の援助に関われる最長 9 日間のうち、半分以上

の期間を 1 人の受けもち患児の看護展開に使うことの

できた 5 日間以上（以下長期）とそれ以外の 4 日間以

下（以下短期）で分けた。

受けもち期間の長短が実習の学びに影響しないのであ

れば、長期と短期で総学生数の割合と、カテゴリ内に記

述した長期と短期の学生数の割合は同じになると考えら

れるため、両者の割合を比較するために「長期の学生数」

対「短期の学生数」比（以下、学生比）を算出（小数点

第 2 位を四捨五入）し、検討することとした。

4．倫理的配慮

学生へは個人の不特定化、同意の有無やその後の取り

消しは科目の成績に影響しないこと、データ化したあと

実習記録の複写を破棄すること、自由意思で表意して

ほしいことを口頭と文書を用いて説明し同意を得た。記

録内で疾患名など個人が特定される可能性のある部分は、

研究データとして用いなかった。

なお本研究は岐阜県立看護大学倫理委員会の承認を受

けた。

Ⅳ．結果

研究参加の承諾が得られた学生数は 71 名であった。

対象となった実習記録から実習の学びとして 341 の

データが抽出された。
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表１　小児領域医療施設実習目標と学習内容
実習目標
a）小児と家族の看護上の問題を明らかにする
b）小児と家族に対する看護計画を立案する
c）看護援助を実施する
d）看護過程の各段階を評価する
e）外来での小児の看護の実際を理解する
f）看護チームおよび医療チームの一員としての行動と役割を理

解する
学習内容
a）対象の理解と看護上の問題の特定
・小児の健康状態、治療や検査の意義と方法を理解する
・小児の成長発達段階を理解する
・家族の生活や療養上の考えを把握する
・小児と家族についての情報収集をもとに分析する
・分析した結果をもとに、小児と家族の看護上の問題を表現す

る
b）看護計画の立案
・看護目標を適切に設定する
・具体的な援助方法を表現する
・小児の健康状態および成長発達段階に応じた計画を立案する
・家族の状況に応じた計画を立案する
c）看護援助の実施
・小児に対して安全・安楽に援助を実施する
・小児の健康状態および成長発達段階に応じた援助を実施する
・家族の状況に応じた援助を実施する
d）看護過程の評価
・看護目標の達成度を判断する
・必要に応じて計画や行動を修正する
e）外来における看護の理解
f）チームの一員としての意味の理解
・状況に応じて適切に連絡・報告をする
・必要なときに助言を求める



1．長期と短期の概要

表 2 に示した通り、学生数は長期 48 名、短期 23 名

で総学生比は 2.1 であった。受けもち患児の平均年齢は

長期が 5.9 歳、短期が 4.2 歳であった。

長期の学生の実習施設は、急性期疾患の多い 2 施設

が 4 割、慢性期疾患の多い施設と肢体不自由児施設は

各々 3 割前後であった。短期の学生の実習施設は、急

性期疾患の多い 2 施設で 9 割を占めていた。

2．実習から得られた学生の学び

学びの内容は、表 3 に示す通り 21 カテゴリに分けら
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表 2　受けもち日数別内訳

受持日数 患児の平均
年齢

学生数

総数 急性期疾患の
多い 2 病院

慢性期疾患の
多い病院

肢体不自由児
施設

長期 48 名

9 6.3 22  4 12 6
8 8.1 14  3  4 7
7  0  1  1  0 0
6 1.7  3  3  0 0

5 3.4  8  8  0 0

短期 23 名
4 4.3 12 11  1 0
3 3.7  9  8  1 0
2 5.5  2  2  0 0

表 3　小児領域医療施設実習から得られた学生の学び

学習内容 カテゴリ 記述内容の要約例
記述学生数

学生比
長期 短期

対象の理解と看護
上の問題の特定 40 23 1.7

知識の重要性 生体に起こるさまざまなことを多角的に検討できる知識
が必要である  4  1 4.0 

子どもと親の相互作用 母親の気持ちが安定すると子どもの状態も安定する  7  3 2.3 

看護の対象としての家族 家族の負担や不安にも目を向け、家族も援助することが
大切である 21  9 2.3 

広い視点での分析 さまざまな可能性を考えたアセスメントが必要になる  6  3 2.0 

成長・発達等の理解 治療や疾患の問題だけでなく、成長・発達からとらえる
ことも必要である 16  9 1.8 

観察の重要性 言語で訴えることができない子どもは観察が重要である 17 10 1.7 
家族の生活の理解 子どもの入院は家族の生活に影響する  7  8 0.9 

家族からの情報の重要性 子どもの普段の生活と比較することが大切であり、家族
の情報が重要である  2  4 0.5 

健康障がいによる子どもへの影響 子どもにとって入院生活は見知らぬ環境であるというこ
とだけでも不安になる 3  6 0.5 

看護計画の立案  7  2  3.5
適切な目標設定の必要性 適切な目標を設定しないと子どもの安全が確保できない  3  0  ―

成長・発達等に合わせた立案 子どもの成長・発達に合わせた看護計画の立案が必要で
ある  4  2 2.0 

看護援助の実施 41 19 2.2
成長・発達等に合わせた援助 子どもの発達によってケアの方法が異なる 33 12 2.8 
子どもの人権の遵守 子どもが主体であることが必要である  5  3 1.7 
実施上の注意点 優先順位を考えて援助することが必要である  5  3 1.7 

援助に遊びを取り入れる重要性 子どもに合わせた援助の実施には遊びを取り入れること
が一つにある 10  6  1.7 

不安の軽減や安全につながる援助 子どもの不安や苦痛を最小限にするようかかわることが
必要である  8  9 0.9 

家族への指導 家庭でも家族が援助できるように指導する必要がある  3  7 0.4 
看護過程の評価  0  1 ―

看護過程を評価する重要性 行った援助を反省しよりよい援助へつなげていくことが
大切である  0  1 ―

チームの一員とし
ての意味の理解  7  0 ―

チームでの連携・協働 チームで情報を共有し同じ目標を持つことが大切である  7  0 ―
その他 17  3   5.6

対象と良い関係を築くこと 家族が不安を表出できるような関係が必要である 15  3 5.0 

施設における看護師の在り方 施設にいる子どもにとって常にいる医療スタッフが親の
ような存在になって見守る  3  0 ―



れ、述べ学生数 271 名であった。受けもち期間のどち

らかの学生のみの記述もあった。

『対象の理解と看護上の問題の特定』では 63 名の学

生が学びを記述しており、学びは 9 カテゴリで構成され、

延べ学生数は 136 人であった。総学生比 2.1（以下、総

学生比）より大きな学びは 3 カテゴリあり、小さな学

びは 6 カテゴリあった。

総学生比より大きな学びである「知識の重要性」は、

学生比 4.0 で総学生比の約 2 倍であった。患児を理解

するためには疾患の病態生理や検査値について十分な知

識が必要であるという学びであった。総学生比より小さ

な学びのうち 3 カテゴリは、学生比は 1.0 未満で長期

の学生数より短期の学生数が多く、学生比が小さい順に 

｢ 健康障がいによる子どもへの影響 ｣「家族からの情報

の重要性」「家族の生活の理解」であった。｢ 健康障が

いによる子どもへの影響 ｣ は症状や検査、治療による身

体的苦痛があるだけでなく、子どもにとって病院という

環境で見知らぬ大人に囲まれること自体が不安や恐怖の

体験であり、さらに獲得した基本的生活習慣の継続を妨

げることがあることからの学びであった。「家族からの

情報の重要性」は自ら訴えることが困難な子どもを理解

するためには、家族からの情報が大切であるという学び

であった。「家族の生活の理解」は、子どもの急な入院

により、付き添いのために家族間で調整することの大変

さや、子どもの生活習慣の獲得が、発達等の子どもだけ

の要因だけでなく、家族員の特徴などからも影響される

ことに気付いたことからの学びであった。

『看護計画の立案』では 9 名の学生が学びを記述して

おり、学びは 2 カテゴリで構成され、総学生比より小

さな 1 カテゴリと長期の学生のみが記述した 1 カテゴ

リであった。長期の学生のみが記述したカテゴリは「適

切な目標設定の必要性」で、子どもに合わせた適切な看

護目標の設定は子どもの安全のためにも必要であるとい

う内容であった。これは肢体不自由児施設で実習を行っ

た学生のみの学びであった。

『看護援助の実施』では 60 名の学生が学びを記述し

ており、学びは 6 カテゴリで構成され、延べ学生数は

104 人であった。総学生比より大きな学びは 1 カテゴ

リあり、小さな学びは 5 カテゴリあった。

総学生比より大きな学びは「成長・発達等に合わせた

援助」の 1 カテゴリであり、患児の発達段階や個性に

合わせて援助方法を工夫する必要があることについて

の学びであった。先に述べた『対象の理解と看護上の問

題の特定』や『看護計画の立案』でも成長・発達等に関

連した学びが記述されていたが、学生比は総学生比より

小さかった。しかしここでは学生比 2.8 であり、総学生

比より大きくなった。総学生比より小さな学びのうち 2

カテゴリは、学生比 1.0 未満で長期の学生数より短期の

学生数が多く、学生比が小さい順に「家族への指導」「不

安の軽減や安全につながる援助」であった。「家族への

指導」は入院時から退院指導を考えていく必要があると

いった退院指導からの学びが多かった。「不安の軽減や

安全につながる援助」は、患児に恐怖や苦痛などの負担

を少なくする援助方法を考える必要性についての学びで

あった。

『看護過程の評価』では 1 名の短期の学生のみが学び

を記述しており、「看護過程を評価する重要性」の 1 カ

テゴリであった。

『チームの一員としての意味の理解』では 7 名の学生

が学びを記述していた。「チームの連携・協働」の 1 カ

テゴリで、長期の学生のみが学びを記述していた。内容

は、他職種との協働や看護チーム内で患児の情報や問題

を共有することの必要性についてであった。

学習内容に含まれない『その他』の学びは 20 名の学

生が記述しており、延べ人数は 21 名であった。2 カテ

ゴリで構成され、総学生比より大きな 1 カテゴリと長

期の学生のみが記述した 1 カテゴリであった。総学生

比より大きなカテゴリである「対象と良い関係を築くこ

と」は学生比 5.0 で総学生比の約 2.5 倍であった。患児

とよい関係を築くことの必要性以外に、親とよい関係を

築くことで、情報収集や援助が容易になったり、親の不

安の表出に結びついたという学びであった。長期の学生

のみの「施設における看護師の在り方」は、肢体不自由

児施設で実習を行なった学生の学びであった。

3．受けもち期間の違いによる学生の学び

長期の学生は、『対象の理解と看護上の問題の特定』で、

医学的知識など「知識の重要性」についての学びが多

かった。しかし、対象に起きている ｢ 健康障がいによる

子どもへの影響 ｣ や子どもの健康障がいが家族に及ぼす

影響を知るための「家族の生活の理解」、情報を得ると
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きの「家族からの情報の重要性」についての学びが少な

かった。『看護計画の立案』では、「適切な目標設定の必

要性」についての学びがあった。『看護援助の実施』では、

患児の発達段階や個性に合わせて援助方法を工夫するこ

とによる「成長・発達等に合わせた援助」についての学

びが多かった。しかし患児に対する「不安の軽減や安全

につながる援助」や患児の健康管理に関与する「家族へ

の指導」についての学びは少なかった。『看護過程の評

価』では、学びが記述されていなかった。またそのほか

に「チームの連携・協働」や「施設における看護師の在

り方」についての学びが多かった。

短期の学生は『対象の理解と看護上の問題の特定』に

おいて、｢ 健康障がいによる子どもへの影響 ｣ や「家族

の生活の理解」、「家族からの情報の重要性」についての

学びが多かった。しかし対象理解のための「知識の重要

性」についての学びは少なかった。『看護計画の立案』

では、学びが記述されていなかった。『看護援助の実施』

では、患児に対する「不安の軽減や安全につながる援助」

や、多くは退院指導の場面から「家族への指導」につい

ての学びが多かった。しかし子どもに対する「成長・発

達等に合わせた援助」については学びが少なかった。『看

護過程の評価』では、「看護過程を評価する重要性」に

ついての学びがあった。そのほか「対象と良い関係を築

くこと」や「チームの連携・協働」「施設における看護

師の在り方」についての学びが少なかった。

Ⅴ．考察

以上の結果より、長期と短期の学びの特徴とそれをふ

まえた実習指導について検討する。

1．受けもち期間の違いによる学びの特徴

1）長期の学生の学びの特徴

長期の学生は、健康障がいが子どもや家族に及ぼす影

響や、家族の生活に目を向けにくかった。長期入院して

いる患児は、病院や医療者といった環境や、日常行われ

る検査や援助に慣れていたり、治療に伴う日常生活での

制限も子どもなりに納得していることが多い。そのため

患児に自覚症状を伴うような身体状況の変化があったり、

患児の活動に制限を及ぼすような治療や検査がない限り、

活気がなかったり泣くといった患児の姿を、学生は目に

することが少ない。そして家族間の調整や学校の問題な

どがあっても、入院直後でない限り、それに対しすでに

解決策がとられていることが多い。また数か月に及ぶ入

院生活で子どもと付き添いの家族に、病院内での新たな

日常生活習慣ができ上がっていることがある。そのため

学生は、現在の状態には注目しても、どのような影響が

あり、どのような対策を講じ現在に至ったかという経緯

まで着目しにくいため、子どもの入院による本人や家族

への影響や今までの生活に目を向けにくいのだと思われ

る。

それに対し対象理解のために知識が重要であるという

学びが多い。長期入院治療を必要とする疾患は難治性の

疾患が多く、さまざまな検査や治療を要する。症状の進

行はテキスト通りとは限らず、患児に現れる症状も多様

であるため、病態生理等の学習に学生が費やす時間は多

くなる。これは学生が自分の知識不足に気付くきっかけ

や、学習の動機付けになったと思われる。しかし子ども

と家族の日常生活に視点を向けた学びが少ないことから

もわかるように、病態や治療の把握に実習時間の大半を

費やす結果になるため、患児の生活そのものへの理解が

深まらないのではないかと考える。

看護援助では、1 人の患児に継続して援助を実施でき

るためか「成長・発達に合わせた援助」の学びは多かっ

たが、「不安の軽減や安全につながる援助」は少なかった。

これについては阿部ら 1）の研究でも、長期入院患児を

受けもった学生に危険防止の援助が少ない結果が得られ

ている。長期入院患児は処置や援助に拒否することが少

なく、点滴の管などの扱いにも慣れているため、学生が

不安や安全に対し意識を向けにくいのではないだろうか。

さらに看護技術も初めは安全を意識していても、援助技

術の上達に伴い安全に行えるのが当たり前になってしま

い、それまでの安全への認識が薄れてしまったことが考

えられる。

2）短期の学生の学びの特徴

短期の学生は、健康障がいが子どもや家族の生活に及

ぼす影響について学びが多かった。学生の多くが急性期

の患児を受けもつため、症状により辛そうな様子や治

療や処置に泣く様子を見る機会があり、さらに回復に

向かった後、本来の子どもらしい姿も見ることができる。

学生はそれらの違いを比較し、健康障がいによる子ども

への影響を多く学ぶことができるのだと考える。しかし
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知識の重要性についての学びが少ない。入院直後の急性

期疾患患児の問題は、呼吸・循環に関連したものが多く、

生理学的な知識が必要になる。しかしこれらの知識の重

要性についての学びが少ないことから、学生は患児が 3

日程度の入院期間であることが予測される場合、計画の

立案と実施を急ぐあまり、身体に起きている変化につい

て十分なアセスメントが出来ないまま、援助を行ってい

る可能性が考えられる。

援助の場面では「成長・発達等に合わせた援助」につ

いての学びが少なかった。『対象の理解と看護上の問題

の特定』で成長・発達等についての学びに長期と短期に

差がなかったにもかかわらず、援助場面でそれについて

の学びが少ないのは、大原ら 2）が、記録がマニュアル

的な援助計画で終わっていることがあると指摘するよう

に、短期の学生の場合、対象の成長・発達について理解

したことを活かし援助を工夫する前に患児が退院してし

まうことや、症状の早い変化に計画の修正が追い付かな

いことが考えられる。

しかし「不安の軽減や安全につながる援助」の学びは

多かった。短期の学生は、急性期の患児が初めての検査

や処置で恐怖や不安の表出する場面や、床面の高いサー

クルベッドや点滴の管などへ十分な注意ができない危険

な場面を目にする。そのために分かりやすい言葉で説明

する、安心させる、安全な環境を整えるといった援助が

すぐに必要になるのだと考える。また自分の未熟な看護

技術が、患児に危険を及ぼす可能性にも気付いていた。

この場合、自分の技術を省みて援助を修正しても、患児

が退院してしまうと実施はできない。このため学生は安

全の必要性について学んでも、それを活かす機会があっ

たかは疑問が残る。

「チームの連携・協働」では短期の学生の学びはなかっ

た。受けもちの長短にかかわらず学生は、申し送りやカ

ンファレンスなどで看護師が患児の情報を共有し問題解

決している場面を見る。特に急性期であれば日々変更さ

れる医師からの治療に関する指示を看護師が確認し実施

するなど、他職種との連携・協働を目にする機会は多い。

短期の学生は、新たな受けもち患児の情報収集や受けも

ち患児がいなければ毎日違う子どもの援助を見学するな

ど、具体的な実習計画も当日決まることがあり、気持ち

に余裕が持てないと思われる。そのため実習現場で医療

者間で行っている様々な行為を見ていても、他職種の連

携や協働として捉えにくいのではないかと考える。

2．実習の学びを深めるために必要な実習指導について

1）見えにくいものを認識させる

長期の学生は、患児とその家族に問題があっても、す

でに解決策がとられており顕在化していない場合や、患

児と家族が入院という環境や処置や援助に対し慣れてい

る場合、問題の存在や健康障がいによる影響に気付かな

いという状況があった。また短期の学生では看護師や他

職種の関わりを見ていても、チームとして関わっている

とは認識しにくかった。

また学生は受けもちの長短にかかわらず、付き添いに

よる家族の疲労や不安に着目し、家族を援助の対象と

考えていたが、家族への援助からの学びは短期の学生

に多く、しかも内容は退院指導に限局していた。家族は

子どもにとって重要な存在であり、家族を中心としたア

プローチが子どもの成長・発達や家族の健康促進に有効

で 3）、医療現場では子どもの健康状況の説明や、感染防

止や事故防止の説明など家族への指導が看護師により

日常的に行なわれている。しかしそこからの学びは少な

く、退院指導といった特別な指導場面からの学びにとど

まっているのは、学生の意識は特別な場面に注目しやす

く、日常で行われていることには意識が向けられにくい

のだと考えられる。

学生は目に見える現象はよく学んでいるが、見えない

ものに対する学びは深まらず 4） 、さらに看護師の行動

を見ていても、看護師としての判断を伴った行動である

と気付かず、看護行為が見えていない状況が存在する 5）。

教員は、これらの学生から見えないものまたは見えにく

いものの存在に気付くように努め、学生に意識して見せ

ることが大切である。そして実習終了後の振り返りの時

間も用いて、学生の記憶の底に潜在化してしまった経験

を、新たに気付かせるような示唆を与える必要があると

考える。

2）不足しがちな学びを深める機会をつくる

学生は基本的看護技術を啼泣や拒否など子どもの特徴

的な反応により失敗すると落胆を感じやすいが 6）、その

ような困惑を感じた状況によって思考が刺激され、どう

すれば解決できるのかを考えることから自分の知識不足

に気付く 7）。しかし短期の学生は、繰り返し同じ患児で
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援助を続けることができず、落胆を感じたまま受けもち

が終了してしまう可能性があり、自分の知識不足に気付

く機会もないまま、次の患児を受けもつことが考えられ

る。また知識不足に気付いたとしても、次の受けもち患

児が前回と発達段階が異なると、失敗の経験から得たこ

とを活かすことができない。そのため短期の学生への指

導は、実施した看護について十分に振り返る機会を設け

る必要があると考える。しかしすでに退院してしまった

患児の看護展開の振り返りは、学生自身に任せていては

難しい。教員は、学生の行動や患児の反応など客観的な

情報を得ておき、学生が経験を想起しやすいように振り

返りのときに適宜それらの情報を提供しながら、学生の

学びを補助する必要がある。

さらに短期の学生は、対象に合わせた看護技術が未習

熟であることが考えられる。教員は学生の技術の達成度

について確認し、不足な部分については臨地側と調整し

て、受けもち患児以外の援助に参加する実習を組み込み、

看護技術に自信が持てるような実習内容を考える必要が

ある。逆に長期の学生は、同一患児で繰り返し看護援助

を行えるため、技術の習得度は高いものの不安や安全に

対する援助が意識されにくいと考えられた。技術の上達

は推奨されるが、慢心は医療事故の原因につながる。長

期の学生には、援助の実施に際して患者の安全を守ると

いう看護の基本について再確認する必要がある。

難治性の疾患の患児を受けもった場合、学生は自分の

知識不足を補うことに精一杯になりやすく、患児の生活

そのものに目を向けるのが遅くなりやすい。中村 8）が

疾患の種類と学生の学習進度によっては、実習目標を調

整する、またはある程度の情報を伝えるといった工夫が

必要であると述べているように、学生の理解度に合わせ

て学習を補助し、実習が机上の疾患の理解に終始せず、

患児の生活について視点を向けられるようにする必要が

ある。

長期の学生が、繰り返し援助を行えるにもかかわらず

看護過程の評価の学びがないのは、評価の重要性を理解

していないのかと杞憂されるが、援助の変更や修正に関

する思考過程が整理されていないことも考えられる。実

習の場では、学生が実施の判断に悩んだり援助の結果に

一喜一憂する姿を見る。このような思考や結果に至る過

程を客観的に振り返り、看護過程の評価を適切にできる

指導を行う必要がある。これについて山本ら 9）は、思

考過程を訓練する実習記録の必要性を示唆している。学

生が効率的に自らの看護援助を振り返ることができるよ

うにするためには、実習記録用紙の内容も合わせて検討

する必要があると考えられる。

3）看護過程の展開に不足しがちな学びを補う

看護過程について大原ら 10）は、短期間の実習では、

子どもの健康レベルに看護展開が追いつかず、看護目

標達成度が低くなり、山本ら 11）は、2 週間の実習でも

看護展開には短すぎると述べており、実習期間を問わず、

学生がすべての看護過程の項目を平均して学びを深める

のは難しいことが示唆されている。

今回の学生は、受けもちの長短にかかわらず、対象理

解や看護問題を特定することや援助の実施からの学びは

多いが、目標設定や計画の評価についての学びは少ない

という特徴があった。しかし長期の学生のうち肢体不自

由児施設で実習を行った学生が、より具体的で患児の到

達度が把握できる目標設定の必要性と、それが子どもへ

の安全につながるという学びを得ていることは重要であ

る。大久保ら 12）の報告で施設実習を行った学生が、障

がい児は非常に緩慢であるが子どものペースで成長して

いることを学んでいるように、本研究の学生が学んだ適

切な看護目標についての学びも、緩慢な発達の進度に合

わせた小さな目標設定から得た学びだったのだろうと推

測される。患児の健康に関する問題に速やかに看護計画

を立てねばならない病院実習とは違い、施設での実習で

は、看護師が患児に行っている援助を真似たり継続する

中から、患児の一日の生活や身体的機能を照らし合わせ

て、ゆっくりと援助の根拠や目的を知るタイプの実習と

なる。そのため学生にとっては、看護過程の意味を深く

理解できるのではないかと思われる。医療施設と肢体不

自由児施設を利用している実習形態を有効に使い、実習

後の学びを共有する場で、看護過程について十分に理解

できた学生の学びを用いて、一つ一つ看護過程の項目の

重要性を確認する機会を設けてゆきたいと考える。

Ⅵ．おわりに

受けもち期間の長短では、学生の意識に残りにくい事

象があり、学びに差があることがわかった。学生は目の

前で対象に起きてる問題には気付きやすいが、そこに至
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る経過に着目しにくかった。また周りで行われているこ

とでも、それが見えないか、見えていても気付いていな

いことが考えられた。それには実習中の学生の余裕も関

係しており、指導にあたるときは、学生の学習進度や気

持ちのゆとりに気を配り、学生の気づきを促すような関

わりが必要である。また学生が、自分自身の行った行動

やそこから得られた子どもの反応を、客観的に振り返る

ことができるような指導を行い、看護過程の展開におい

て不足しがちな学びを補っていく必要がある。
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Ⅰ．はじめに

成熟期看護学領域では、領域別実習直前の 2 年次後

期セメスターに、「さまざまな健康障害をもつ成熟期の

人とその家族が、健康を維持し、また、健康障害に適

応・健康障害から回復して社会的復帰や自立・自律した

生活をおくるために関連のある看護技術を中心に、基本

的な援助方法を演習を通じて学習する」ことを目的とし

て、看護技術演習を実施している。

3 年次の領域別実習では、学生の受け持つ対象は高齢

者が多く、加齢や疾患に伴う口腔機能低下に対する看護

ケア、咀嚼嚥下機能や言語機能の維持と回復のための

看護ケアが必要である。さらに近年の傾向として、口腔

ケアは高齢者に多い誤嚥性肺炎をはじめとする感染予防、

齲歯予防の観点から重要な役割を担うとされている。そ

れらを踏まえ、成熟期看護学領域における演習項目を教

員間で検討し、平成 19 年度から口腔ケアを体験型学習

の方法で演習に取り入れることとなった。

口腔ケアを演習で実施するにあたり、看護職者の援助

のみを体験したり、モデル人形を用いて行うのではな

く、援助を受ける側も学生自身が体験する形を選択し

た。これは、看護職者としての姿勢や対象者とのコミュ

ニケーションなど看護ケアの基盤を思考し、患者の状態

を捉えて援助する大切さを知ることを意図している。そ

こで、本研究では、初めて取り組んだ口腔ケア体験型学

習（以下、本演習とする）における学生の学びを明らか

にし、口腔ケア演習の内容及び方法について評価・検討

することを目的とする。

Ⅱ．本演習の位置づけと概要

本演習は、成熟期看護技術演習で行う計 6 の演習項

目の中の 1 つとして位置づけられている。他の演習項

目は「気道クリーニング」「心肺脳蘇生」「心電図」「関

節可動域測定」「自動・他動運動」である。本演習の目

標は、「口腔の機能を理解し、口腔ケアの目的と適応を

理解する」「口腔ケアの基本的技術を習得する」の 2 つ

である。

本演習に臨むための事前学習課題として、成熟期看護

技術演習で使用する資料の本演習部分の熟読と、歯垢

の自己チェックを 1 回実施することを課した。歯垢の

自己チェックは、歯垢の蓄積状況をアセスメントする

方法を知り、どのようにブラッシングすれば歯垢が除去

されるのかを各自で体験することを意図している。学生

は、食後に普段どおりの歯磨きを行った後、配布した歯

垢染色スティックを歯に塗布し、歯垢染め出し法を行っ

た。磨き残された歯垢が歯垢染色スティックにより赤く

染色されるため、学生はその場所をデンタルミラーで確

認し、オレリーのプラークコントロールレコード（PCR）

を用いて記入した。その後、各自で染色された全ての歯

垢が除去できるまで、ブラッシングを行うこととした。

本演習は、78 名の学生を 1 グループ約 20 名ずつの

グループに分け、3 名の教員が担当した。本演習の流れ

は図 1 に示すように、口腔ケアの講義とデモンストレー

ション、体験型学習、口腔ケアモデルを用いた義歯の着

脱・洗浄で構成されている。はじめに教員が 20 分間で

口腔ケアの定義、口腔機能とは何か、加齢や疾患による

口腔機能の変化、口腔ケアの方法など習得してほしい基
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口腔ケア体験型学習による学生の学び

平 岡   葉 子     北 村   直 子     古 川   直 美     奥 村   美 奈 子

What Students Have Learned through Experiential Learning of Oral Care

Youko Hiraoka,  Naoko Kitamura,  Naomi Furukawa, and Minako Okumura

岐阜県立看護大学 成熟期看護学講座 Nursing of Adults, Gifu College of Nursing



本的技術について資料を用いて説明し、口腔ケア用具（ス

ポンジブラシ、舌ブラシ、デントエラック ®）について

は実物を提示して使用方法や特徴、どういった患者に適

応するかを説明した。その後、教員 2 名で看護師役と

患者役を演じて口腔ケア援助場面の体験型学習（用具

の準備、ブラッシング、含嗽、後片付け）のデモンスト

レーションを行った。患者役の設定は、患者の病態や嚥

下に対する配慮ができることを意図して、発症早期の脳

梗塞で完全右側麻痺があり、ベッドのギャッジアップは

30°までに制限されている状態とした。本演習は 40 分

間とし、学生は 2 名 1 組となり、看護師役と患者役を

交代しながら行った。学生は、演習直前の食後は歯磨き

を実施せずに演習に参加した。看護師役の学生は、用具

の準備、歯垢染色スティックで染色した患者役の学生の

口腔清拭（多種類のスポンジブラシを用いる）とブラッ

シング、含嗽介助、後片付けまでを行った。教員 3 名は、

学生同士の体験型学習中に適宜学生の手技や声かけを確

認し、また学生からの質問に対応した。

本演習後のレポートは、看護師役と患者役を演じて

行った体験型学習部分に焦点をあてた内容で、「口腔ケ

アの看護師役を通じて学んだことを書いてください」「口

腔ケアの患者役を通じて学んだことを書いてください」

という 2 つの問いに対し、合わせて A4 版 1 枚の自由記

載を求め、本演習から 4 ～ 5 日後に提出することとした。

Ⅲ．研究方法

1．分析対象

本演習が終了した後、学生が提出した演習後レポート

で、かつ研究承諾の得られた 2 年次生 76 名の演習後レ

ポートの記述内容である。

2．分析方法

演習後レポートの記述を 1 意味 1 記述として、意味

内容の類似性に沿って整理し、分類、命名した。記述内

容の意図解釈から分類・命名における全ての過程におい

て、研究者間で合意が得られるまで繰り返し検討を行っ

た。

3．倫理的配慮

本研究の趣旨・匿名性の保障について、本演習が含ま

れる科目の成績が出された後に口頭と文書で学生に説明

し、承諾書をもって同意を得た。また、本研究は本学の

研究倫理審査部会での承認が得られている。

Ⅳ．結果

1．学生の学びの記述数と分類

記述総数は看護師役で 376 記述、患者役で 351 記述

であった。分析の結果、看護師役からは 62 小分類（本

文中で〈 〉と示す）が得られ、さらに意味内容の類似

性に従い 21 中分類（本文中で《 》と示す）に、最終

的に【口腔ケアの難しさ】【アセスメントの重要性】【口

腔ケア用具の理解と選択の重要性】【口腔ケアの方法】【声

かけや説明することの重要性】【心地よくケアを受けら

れるよう配慮することの重要性】【口腔ケア手技習得の

重要性】【口腔ケアの大切さ】からなる 8 大分類（本文

中で【 】と示す）が抽出され、それを示したものが表

1 である。

患者役からは 54 小分類が得られ、さらに意味内容の

類似性に従い 13 中分類に、最終的に【口腔ケアの難しさ】

【アセスメントの重要性】【口腔ケア用具の実感と選択の

重要性】【口腔ケアの方法】【声かけや説明することの重

要性】【心地よくケアを受けられるよう配慮することの

重要性】【知識と技術の習得の必要性】【残存機能活用の

重要性】からなる 8 大分類が抽出され、それを示した
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図 1　本演習の流れ

口腔機能の説明とデモンストレーション（20分） 

1 グループ 20 名

口腔ケアモデルを使用した義歯の着脱・洗浄（20分）

体験型学習 20分

患者役

10 名

看護師役

10 名

体験型学習 20分
看護師役

10 名

患者役

10 名

 後片付け（10分）



ものが表 2 である。

2．学生の看護師役及び患者役を通じた学びの内容

1）【口腔ケアの難しさ】

看護師役の【口腔ケアの難しさ】からは、《口腔ケア

を介助することの難しさ》として〈人の歯を磨くことの

難しさ〉〈ブラッシングの力加減の難しさ〉など、《口腔

ケアの気づき》として〈磨きにくい部分への気づき〉が

あった。

患者役の【口腔ケアの難しさ】からは、《含嗽の難しさ》

として〈含嗽の水を出すことの難しさ〉〈臥位での含嗽

の難しさ〉等があった。

2）【アセスメントの重要性】

本分類は、看護師役と患者役ともに見られたものであ

り、看護師役では《アセスメントの重要性》として〈麻

痺による患者の能力やリスクをアセスメントする〉〈患

者の状態をアセスメントする〉等、《感染予防の視点を

もつ重要性》として〈清潔を保つことの重要性〉〈感染

防止策をとることの重要性〉、《汚れが残りやすい部分の

理解》として〈汚れが残りやすい部分の理解〉〈汚れが

残りやすい部分を事前に理解しておくことの重要性〉が

あった。

患者役では、《アセスメントの重要性》として〈口腔

内を観察してきちんとケアすることの重要性〉があった。

3）【口腔ケア用具の理解と選択の重要性】及び【口腔 

ケア用具の実感と選択の重要性】

看護師役の【口腔ケア用具の理解と選択の重要性】か

らは、《用具を理解する》として〈用具の特徴の理解〉〈用

具に関する知識を持つ重要性〉、《患者に合わせた用具の

選択の重要性》として〈用具の特徴を理解し、患者に適

したものを選択する重要性〉〈よりよい用具の検討〉が

あった。

患者役の【口腔ケア用具の実感と選択の重要性】から

は、《用具の不快感と効果の実感》として〈スポンジブ

ラシの不快感〉〈使用感の違い〉等、《患者に合わせた用

具選択の重要性》として〈患者の口腔内状態に合わせた

適正な用具の選択〉〈患者の意向を取り入れた用具の選

択〉があった。

4）【口腔ケアの方法】

本分類は、看護師役と患者役ともに見られたものであ

り、看護師役では《口腔ケア方法の理解》として〈ブラッ

シング方法の理解〉〈含嗽方法の理解〉等、《口腔ケアの

準備の重要性》として〈事前に手順や環境を考え準備す

る〉、《患者の状態に合わせた方法の理解》として〈患者

の障害に合わせた方法の重要性〉〈患者個々に合わせた

方法の理解〉等、《口腔ケアに伴うリスクの理解》とし

て〈口腔粘膜を傷つけない注意の必要性〉〈障害に合わ

せた方法の理解〉等があった。

患者役では《口腔ケア方法の理解》として〈含嗽・ブラッ

シングに伴う水滴の不快感をすばやくふき取ることの重

要性〉〈対象の負担を考え、すばやくケアすることの重

要性〉等、《麻痺患者への口腔ケア方法の理解》として〈麻

痺患者の含嗽方法の検討〉〈誤嚥への注意の必要性〉、《患

者の視点から考えてケアを行うことの大切さ》として〈患

者に合わせた安全・安楽な体位〉〈口腔ケアを受ける患

者の気持ちの理解〉等があった。

5）【声かけや説明することの重要性】

本分類は、看護師役と患者役ともに見られたものであ

り、看護師役では《反応を確認する重要性》として〈ブ 

ラッシングの力加減を患者に確認する〉〈患者に異変が

ないかを確認する〉等、《声かけや説明を行う重要性》

として〈声をかけながら実施する〉〈口腔ケアの必要性

や目的を説明する〉等があった。

患者役では《声かけや説明を行う重要性》として〈ケ

アする際に声かけや説明をすることの重要性〉〈患者に

力加減がどうか声かけしながらケアする〉等があった。

6）【心地よくケアを受けられるよう配慮することの重

要性】

本分類は、看護師役と患者役ともに見られたものであ

り、看護師役では《不快や負担に配慮することの重要性》 

として〈患者の負担を考慮した方法を検討する重要性〉

〈不快を与えない手技の理解〉、《羞恥心や自尊心に配 

慮することの重要性》として〈羞恥心に配慮することの

重要性〉〈麻痺患者の自尊心を尊重してケアする〉、《不

安や威圧感を与えないよう配慮することの重要性》とし

て〈不安感を持たせないようケアする〉〈患者に威圧感を

与えない看護者の体勢〉、《心地よさ・意向に配慮するこ

との重要性》として〈好み・意向を考慮した方法〉〈患

者の心地よさに配慮してケアする〉、《患者との関係構築

の重要性》として〈患者が思っていることを伝えられる

関係性の構築〉、《関わる際の注意点》として〈看護者が
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表 1　学生の学び―看護師役を通じて―
大分類 中分類 小分類 記述数

口腔ケアの難しさ
口腔ケアを介助することの難しさ

含嗽の水を含ませることの難しさ  2
磨き残しの確認の難しさ  4
開口してもらうことの難しさ  4
人の歯を磨くことの難しさ 20
ブラッシングの力加減の難しさ 17
患者の気持ちを考えながらケアすることの難しさ  1
歯並びにあわせた用具選択の難しさ  1
手際よくケアを進めることの難しさ  1
麻痺のある患者の口腔ケアの難しさ  1

口腔ケアの気づき 磨きにくい部分への気づき  8

アセスメントの重要性

アセスメントの重要性
口腔内をアセスメントする  2
患者の状態をアセスメントする  2
麻痺による患者の能力やリスクをアセスメントする  5 

感染予防の視点をもつ重要性
感染防止策をとることの重要性  9
清潔を保つことの重要性  3

汚れが残りやすい部分の理解
汚れが残りやすい部分の理解 12
汚れが残りやすい部分を事前に理解しておくことの重要性  3

口腔ケア用具の理解と 
選択の重要性

用具を理解する
用具の特徴の理解 32
用具に関する知識を持つ重要性  2

患者に合わせた用具の選択の重要性
用具の特徴を理解し、患者に適したものを選択する重要性 18
よりよい用具の検討  3

口腔ケアの方法

口腔ケア方法の理解

ブラッシング方法の理解 40
磨き残しをデンタルミラーで確認する  2
含嗽方法の理解 16
唾液を除去する配慮の必要性の気づき  2
頬内側のケア方法  3
口腔ケア後の整容  1
口腔ケアを実施する時の体位や姿勢  4
麻痺患者の口腔ケアの方法の理解 12
患者の状態に合わせたケアの大切さ  3
ケアによるリスクを予防することの大切さ  4

口腔ケアの準備の重要性 事前に手順や環境を考え準備する  7

患者の状態に合わせた方法の理解

患者個々に合わせた方法の理解  8
患者の状態に合わせた体位の検討  6
口腔粘膜の状態に合わせた方法をとる  3
患者の口腔ケアに関するセルフケア能力を考える  3
患者の障害に合わせた方法の重要性  9

口腔ケアに伴うリスクの理解
口腔粘膜を傷つけない注意の必要性  4
誤嚥のリスクの理解  1
障害に合わせた方法の理解  3 

声かけや説明することの重
要性

反応を確認する重要性
ブラッシングの力加減を患者に確認する  8 
患者に異変がないかを確認する  5
患者の反応を捉えて含嗽する  4

声かけや説明を行う重要性

対象に合わせ、分かりやすく説明する  4
口腔ケアの必要性や目的を説明する  4
ケアの必要性を説明し、同意 ･ 納得を得てケアする  3
声をかけながら実施する 16
患者の好みに合わせられるように声をかける  2
これから行うことを説明する  3

心地よくケアを受けられる
よう配慮することの重要性

不快や負担に配慮することの重要性
不快を与えない手技の理解  7
患者の負担を考慮した方法を検討する重要性  8

羞恥心や自尊心に配慮することの重
要性

羞恥心に配慮することの重要性  4
麻痺患者の自尊心を尊重してケアする  1

不安や威圧感を与えないよう配慮す
ることの重要性

不安感を持たせないようケアする  1
患者に威圧感を与えない看護者の体勢  1

心地よさ・意向に配慮することの重
要性

好み・意向を考慮した方法  5
患者の心地よさに配慮してケアする  3

患者との関係構築の重要性 患者が思っていることを伝えられる関係性の構築  3
関わる際の注意点 看護者が気をつけること  1

口腔ケア手技習得の重要性 手技を習得しておくことの重要性 手技を習得しておくことの重要性  5

口腔ケアの大切さ 口腔ケアの大切さ
口腔ケアの大切さの理解  5
口腔ケアの効果の理解  2
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表 2　学生の学び―患者役を通じて―
大分類 中分類 小分類 記述数

口腔ケアの難しさ 含嗽の難しさ

臥位での含嗽の難しさ  8
含嗽の水を出すことの難しさ 14
水の量による含嗽の難しさ  2
麻痺患者の含嗽の難しさ  6

アセスメントの重要性 アセスメントの重要性 口腔内を観察してきちんとケアすることの重要性  2

口腔ケア用具の実感と選択
の重要性

用具の不快感と効果の実感

舌ケアによる気持ち悪さ  2
スポンジブラシの不快感  7
歯ブラシの効果の実感  3
使用感の違い  7
用具の効果的な使用  4
舌ブラシの効果の実感  4 

患者に合わせた用具選択の重要性
患者の意向を取り入れた用具の選択  3
患者の口腔内状態に合わせた適正な用具の選択  7

口腔ケアの方法

口腔ケア方法の理解

痛み・損傷を伴わないブラッシングの力加減の重要性  9
汚れを取るためにある程度の力が必要であること  3
対象の負担を考え、すばやくケアすることの重要性 14
正しい手順で行うことの大切さ  4
含嗽がうまくできるようにガーグルベースンをしっかり
当てること

14

含嗽を適宜行うことの必要性  7
含嗽方法の気づき  2
含嗽・ブラッシングに伴う水滴の不快感をすばやくふき取
ることの重要性

18

舌ケアにおける清潔と不快を検討する必要性  3

麻痺患者への口腔ケア方法の理解
麻痺患者の含嗽方法の検討 10
誤嚥への注意の必要性  7

患者の視点から考えてケアを行う
ことの大切さ

患者に合わせた安全 ･ 安楽な体位 17
患者の視点に立った看護の大切さ  8
口腔ケアを受ける患者の気持ちの理解  9
磨き残しへの不安  2
安心感を与える立ち位置  1
患者に合わせた手技をとることの重要性  2
ケア中の患者の反応や様子を捉えてケアすること  9
ケア後に気になるところを確認する  1

声かけや説明することの
重要性 声かけや説明を行う重要性

ケアする際に声かけや説明をすることの重要性 36
ケアの必要性を説明し、同意・納得を得てケアする  2
患者に力加減がどうか声かけしながらケアする  8
舌ブラシを使用する際の声かけの必要性  4
分かりやすい言葉を使って説明する  1
患者が意向を伝えられるような看護者との関係性  2

心地よくケアを受けられる
よう配慮することの重要性

口腔ケアを受ける患者の気持ちの
理解

ブラッシング時の力加減に伴う不快感  5
手袋の不快感  1
きちんとガーグルベースンに含嗽した水を吐き出せるか
不安

 9

臥位のまま水を含むことへの心配  1
含嗽の抵抗感  2
含嗽をこまめにしないと不快であること  5
含嗽の水の量をきちんと考える  3

羞恥心やプライバシーへの配慮の
大切さ

口腔内を見られることの羞恥心 13
口腔ケアに伴う羞恥心を看護者は配慮してケアを行う 21
他者にケアされることへの配慮  5

爽快感や清潔感を得るための配慮
患者にとって口腔ケアによる爽快感を得ることの大切さ 14
清潔感を得るための配慮  2
口腔ケアで清潔になったことを実感できるケアの必要性  2

知識と技術の習得の必要性 口腔ケアにおける知識と技術の必
要性

口腔内を清潔にするための知識 ･ 技術の必要性  3
形態と機能の学習の必要性  1 

残存機能活用の重要性 患者のもつ力をケアに生かす 患者のもつ力をケアに生かす  2



気をつけること〉があった。

患者役では《口腔ケアを受ける患者の気持ちの理解》

として〈きちんとガーグルベースンに含嗽した水を吐き

出せるか不安〉〈ブラッシング時の力加減に伴う不快感〉

等、《羞恥心やプライバシーへの配慮の大切さ》として〈口

腔ケアに伴う羞恥心を看護者は配慮してケアを行う〉〈口

腔内を見られることの羞恥心〉等、《爽快感や清潔感を

得るための配慮》として〈患者にとって口腔ケアによる

爽快感を得ることの大切さ〉〈清潔感を得るための配慮〉

等があった。

7）【口腔ケア手技習得の重要性】及び【知識と技術の

習得の必要性】

看護師役の【口腔ケア手技習得の重要性】からは、《手

技を習得しておくことの重要性》として〈手技を習得し

ておくことの重要性〉があった。

患者役の【知識と技術の習得の必要性】からは、《口

腔ケアにおける知識と技術の必要性》として〈口腔内を

清潔にするための知識・技術の必要性〉〈形態と機能の

学習の必要性〉があった。

8）【口腔ケアの大切さ】

本分類は、看護師役のみに見られたものであり、《口

腔ケアの大切さ》として〈口腔ケアの大切さの理解〉〈口

腔ケアの効果の理解〉があった。

9）【残存機能活用の重要性】

本分類は、患者役のみに見られたものであり、《患者

のもつ力をケアに生かす》として〈患者のもつ力をケア

に生かす〉があった。

Ⅴ．考察

1．本演習における学生の学び

1）看護師役の体験による学び

看護師役の体験で、学生は単に口腔ケアの知識や手技

だけを学ぶのではなく、様々な学びを得ていた。特に【口

腔ケアの方法】【アセスメントの重要性】【声かけや説明

することの重要性】【心地よくケアを受けられるよう配

慮することの重要性】【口腔ケア手技習得の重要性】の

学びは、平山ら 1）が挙げている、看護基本技術を行う

際にその行為を支える看護者としての態度や行為の構成

要素の一部である、知識と判断、実施と評価、対象者へ

の説明、安全・安楽確保、プライバシーの保護、個別性

への応用の要素が含まれるものであった。このことより、

看護職者としての姿勢や対象者とのコミュニケーション

など、看護ケアの基盤を学ぶという本演習のねらいは達

成できたのではないかと考える。

中分類では、《口腔ケア方法の理解》の記述数が多かっ

たが、《口腔ケアを介助することの難しさ》や《声かけ

や説明を行う重要性》の記述も多かった。学生は、今ま

で体験したことのない他者への口腔ケアに不安や困難

を感じながらも、患者役の学生の様々な反応を捉え、自

ら行うケアに関する適切な説明や、ケア中の患者役の気

分を気遣う必要性を感じたと考えられる。特に、患者役

の学生が不快や負担、不安などの反応や表情をみせた場

合は、看護師役の学生にとって、自己の口腔ケア技術や

接し方を振り返り、患者にあった声かけや方法を見出す

きっかけとなったのではないかと考えられる。

2）患者役の体験による学び

最も記述数が多かったのは【口腔ケアの方法】であ

り、その中でも《口腔ケア方法の理解》の記述が多かっ

たのは、看護師役の体験と同様であった。このことか

ら、基本的技術の習得という本演習のねらいの一部でも

ある、口腔ケアの方法についての理解は得られたと言

える。【口腔ケアの方法】の中の、《患者の視点から考え

てケアを行うことの大切さ》の記述も多かった。学生は、

自己の患者体験からケアを受ける側の気持ちを実感する

ことで、看護師役として行う際に留意すべき注意点や方

法を主体的に学ぶことができたと考える。しかし、教員

が患者役として設定した麻痺患者に特化した《麻痺患者

への口腔ケア方法の理解》の記述数は少数であった。こ

れは、2 年次後期の段階にあるため、麻痺患者に接する

機会が少なく、イメージし難かったのかもしれない。一

方で少数ではあるが、【残存機能活用の重要性】の記述

があり、患者の残っている力を看護師が専門性をもって

見極め、全てにおいて看護師が行うのではなく、対象の

力を十分に引き出し、発揮できるよう共にケアを行って

いく重要性について学んだ学生もいた。さらに多くの学

生が対象の状態を理解し、こういった患者の気持ちを自

分の立場に置き換えて考えられるような演習となるよう、

意識的にかかわることが重要であろう。

また、【心地よくケアを受けられるよう配慮すること

の重要性】や【声かけや説明することの重要性】につい
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ての記述も多かった。学生は、麻痺があり他者にケアを

受けなければいけない対象の心理や、含嗽後の口腔内容

物を吐き出すなど、プライバシーに配慮が必要な場面を

幾つも体験した。それにより、口腔ケアによるプラス面

だけではなく、患者は他者の力を借りなければいけない

状況に直面し、不快や不満、不安を感じる可能性がある

ということに思いを巡らせることができていた。そこで

さらに、学生は、口腔ケアを受ける際に看護師役の学生

から次の動作の説明や体調や気分を気遣う声かけがある

ことで安心が得られ、ケアを受ける必要性や期待される

状態などについての説明やケアに対する同意や納得する

ことを体験できていたといえる。 

2．今後の課題

今回実施した学生同士で患者役と看護師役を演じる体

験型学習は、教員による講義やデモンストレーション、

モデル人形へのケアの実施だけでは感じ取ることが出来

ない難しさや羞恥心、苦痛、爽快感などを実感するのに

有効であったと考えられる。しかし、看護師役と患者役

両者とも麻痺のある患者に特化したケア方法やかかわ

りの学びに言及した記述が少なかった。これは、患者役

として設定した発症早期の脳梗塞患者が、2 年次学生に

とって十分にイメージできず、さらにこのような患者と

接する機会も少ない現状が背景にある。そのため、麻痺

のある状態が十分イメージできない学生が患者役を行う

ことや、目の前の手技に追われてしまい、麻痺について

十分に配慮したケアに至らない状況が考えられる。この

ことから、患者役の特徴を生かした演習としては限界が

ある。今後の課題として、患者役の設定を学生がより具

体的にイメージできるよう、本演習を行う前に脳梗塞の

患者の状態をイメージできる視聴覚教材等を活用するこ

とや、デモンストレーション方法の工夫が必要であろう。

また、どのようにすればリアリティーを出せるかについ

ても教員間で検討し、デモンストレーションの内容や本

演習の構成を見直していくことが求められる。

さらに、本演習は領域別実習直前に学内で行う演習の

一つとして、2 年次後期セメスターまでの講義で得た既

存の知識を統合して行う重要な演習である。だからこそ、

患者との接し方を身に付け、些細な反応や表情を読み取

り、さらに看護職者として専門的な判断を行い、根拠あ

るケアにつなげることの重要性を、学生が意識できる演

習にしたい。津田ら 3）が、学生が患者の認識と表現に

迫りつつ、看護職者としての判断とケアにつなげる上で、

「学生が患者と看護師の互いの立場を往復させる」こと

を重視しているように、学生が、看護師役で手技に集中

するあまり見逃された患者役の学生の反応や、看護師役

の学生自身が気づかない何気ないかかわりの一部に対し、

教員が具現化してフィードバックしていくことを適時的

に行える体制を検討し、本演習の指導を強化させていく

ことが必要である。
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本研究を行うにあたり、趣旨を理解し、レポートの使

用を承諾して下さった 2 年次学生の皆さんに感謝いた
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Ⅰ．はじめに

保健師は母子保健活動を通して育児支援活動を行って

いる。保健師の行う育児支援活動には、保健師自身が直

接親子に働きかける方法もあるが、住民同士の関係性を

構築することにより育児しやすい環境をつくることを目

指して、地域住民の中から母子保健推進員を育成したり、

育児サークルの活動を支援したりする活動もある。親

は、家族や地域の人々とのかかわりの中で育児をしてい

る。育児中の親が誰にどのようにエンパワーされている

かが明らかになったならば、育児中の親にとってより意

味のある住民同士のかかわりを発展させることができる。

近年、漫画や日記形式等の育児体験記が多数出版され

ている。一般読者にとっての読みやすさという点から、

親が手に取りやすく、また、育児している世代として共

感をもって読まれていると考えられる。本調査では漫画

やエッセイとして出版されている育児体験記の内容から、

親がエンパワーされている場面を取り出し、育児中の親

は誰にどのようにエンパワーされているかを検討する。

Ⅱ．調査方法

1．調査対象

表 1 に示した調査時に入手できた 14 冊の漫画や日記

形式等の育児体験記である。

2．データ収集方法

書籍ごとに、読み終わった時点でその書籍の中で親が

エンパワーされていると調査者である筆者が感じた場面

を思い起こして場面を確認し、育児中の親を誰がエンパ

ワーしているか、その内容は何かのメモを作成した。

親がエンパワーされている場面とは、育児中の親が前

向きな気持ちになったあるいは他者から何らかの支援を

受けていると調査者が感じた場面とした。

3．分析方法

14 冊分のメモの内容から、誰がどのような内容で

エンパワーしているかを一覧に整理した。なお、書籍

No.8 と 9 および 11 ～ 14 は、それぞれ著者が同一であ

るため、内容の整理の際は、それぞれひとまとめにして

扱った。

　

Ⅲ．結果

1．書籍の概要

各書籍の内容と把握できた家族構成を表 2 に示した。

同居家族の構成はすべて核家族である。

書籍 No.2 の著者は父親で、第 1 子が生後 6 ヶ月～ 1

歳 6 ヶ月までの主夫の育児記録である。No.10 はテレビ

番組を通して結婚した 2 組の夫婦の体験である。1 組は

第 1 子妊娠～ 1 歳 8 ヶ月で第 2 子妊娠まで、1 組は第

1 子出産～ 3 ヶ月の間に書いたインターネットのブログ

と育児情報、夫婦へのインタビューで構成される。この

2 冊以外は母親による体験記である。

書籍 No.1 は、育児雑誌の読者投稿入賞作品である。

母親は主婦、第 2、3 子が双子で、生後 0 ～ 1 歳 9 ヶ月

までの産後うつ状態での双子育児体験記である。No.3

は、コピーライターの母親が手作りおもちゃや趣味の活

動などを紹介したもので、第 3 子出産～ 1 歳頃の時期
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である。No.4 は、女優の第 1 子自宅出産～生後 9 ヶ月

までの記録である。No.5 は、漫画家が第 2 子誕生から

11 年後に出版したもので、食べ物等項目ごとにエピソー

ドを書いている。No.6 は、グラフィックデザイナーの

母親が、第 1 子妊娠中～ 2 歳で第 2 子妊娠までのパニッ

ク障害と神経症を持つ父親との育児を描いたものである。

No.7 は、元歌手の第 1 子誕生～ 5 歳までの育児日記で

ある。No.8 と 9 の母親は、No.2 の著者の妻で漫画家で

ある。No.8 は第 1 子 1 歳 6 ヶ月～ 2 歳 7 ヶ月、No.9 は、

第 1 子 4 歳 6 ヶ月～ 6 歳、第 2 子 1 歳 10 ヶ月～ 3 歳

4 ヶ月の育児の様子である。No.11 ～ 14 は、イラスト

レーターの母親で、No.11 が第 1 子妊娠～生後 6 ヶ月、

No.12 は第 2 子妊娠～生後 6 ヶ月、No.13 は第 3 子妊

娠～生後 1 歳 5 ヶ月までを描いている。No.14 は、妊

娠～小学生までのできごとを項目別にコメントしたもの

である。

2．育児中の親を誰がエンパワーしているか

表 3 に育児中の親を誰がエンパワーしているかを書

籍ごとに一覧に示した。親をエンパワーしているのは、

育児の対象である児、配偶者、児のきょうだい、母方お

よび父方祖父母、その他親戚、友人知人近隣者、保健医

療専門職、育児サポートサービス ､ その他であった。

最も多くの書籍で挙がったのは、育児の対象である児

である。1 冊を除くすべての書籍で育児の対象である児

からエンパワーされていると感じた場面があった。次に

多いのは、友人知人近隣者で、具体的には友人、ママ友達、

幼稚園の母親同士、友人の母親であった。次いで、配偶

者と保健医療専門職で、保健医療専門職は小児科医、助

産師、保健師、ホメオパシーの治療者、整体の治療師な

どであった。さらに、育児サポートサービスは幼稚園の

先生、幼児教育の専門家、ベビーシッター、さまざまな

教室などであった。

3．かかわる人ごとのエンパワーの内容

1）育児の対象である児

育児の対象である児によるエンパワーの内容を表 4

に示した。書籍 No.1、4、7、10、11 ～ 14 では、子ど

ものことを「かわいい」という気持ちがよく出てくる。

No.10 では、子どもの変化や成長に親が感動している。

また、No.2 と 7 では、妊娠や育児をきっかけに親が生

活習慣を改善している。No.3 では、何事もお母さんの

仕事・役割と引き受けている。

また、No.7 では、第 1 子が 1 歳になる頃次の子ども

がほしいと考え、No.11 でも、第 1 子に歯が生え噛むよ

うになると、また母乳を飲むばかりの赤ちゃんが抱きた
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表 1　対象とした書籍一覧
No. 書名 形態 著者名 出版社名 出版年
 1 ふたご育児ニコニコ日記 漫画とエッセイ 横山文恵 情報センター出版局 2005（3 刷）

（2003 初版）
 2 青木パパの育児伝説 日記とコラム 青木武紀 祥伝社 2007 初版
 3 床屋かなぶん的生活 お母さんっていうシゴト イラスト 床屋かなぶん 赤ちゃんとママ社 2005 初版
 4 Mamma ともさかこそだてちゃん編 日記と下欄に育児用語

等の解説メモ
ともさかりえ イ ン デ ッ ク ス ･ コ

ミュニケーションズ
2006 初版

 5 ミカリンの子育て Box ぐっちとニコちゃん 漫画と写真とイラスト 堀内三佳 学研 2006 初版

 6 大原さんちのムスコさん 子どもが天使なんて
誰が言った !?

漫画 大原由軌子 文藝春秋 2006 初版

 7 岸谷家の子育て 1826 日（の一部） 日記とコラム 岸谷香 DAI-X 出版 2006 初版
 8 今日もお天気（すくすく編） 漫画 桜沢エリカ 祥伝社 2006（4 刷）

（2003 初版）
 9 今日もお天気（卒園編） 漫画 桜沢エリカ 祥伝社 2006 初版
10 恋愛観察バラエティーあいのり新米ママ & パ

パ子育て日記 まりっぺ & タクローとゆり &
タイジョーのドキドキ育児生活

ブログと育児情報メモ
とインタビュー

まりっぺ & タ
クロー、ゆり
& タイジョー

学研 2006 初版

11 笑う出産 エッセイと漫画 まついなつき 情報センター出版局 2006（78 刷）
（1994 初版）

12 笑う出産 2 エッセイと漫画 まついなつき 情報センター出版局 2002（27 刷）
（1996 初版）

13 笑う出産スペシャル アトピー息子 エッセイと漫画 まついなつき 情報センター出版局 2003（17 刷）
（1999 初版）

14 出産育児どーするどーなる百科 項目別解説文 まついなつき 情報センター出版局 2001（再版）
（1999 初版）



いと考えている。

2）友人知人近隣者

友人や知人、近隣者によるエンパワーの内容は表 5

に示した。多くがママ友達、友人、幼稚園の母親同士で

ある。書籍 No.1、5、7、10 では、ママ友達、友人の育

児体験から、今後の育児を見通したり、自分の体験と重

ねる、みんな同じと安心したりしている。また、No.1、

7 では、子どもを一緒に世話する役割も担っている。さ

らに、No.8 と 9、11 ～ 14 では、言葉がうまく話せず殴っ

てしまう子ども、アトピーがある子どもをそのまま受け

止めて接してくれることをプラスに受け止めている。ま

た、手荒れの対処方法の情報を得るというかかわりもあ

る。No.8、9 では、小学校受験するか悩んでいた母親が、

友人の母親から男の子は地元でつるんで遊びながら成長
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表 2　各書籍の概要
No. 内 容 把握できた家族構成
  1 生後 0 ヶ月～ 1 歳 9 ヶ月までの毎月の双子育児日記 + 産後うつ

体験。産後うつで育児できないなど大変な状況での育児。育児
雑誌の読者投稿で入賞したもの。

同居 : 母（著者・主婦 32 歳）、父（会社員）、長男 4 歳、次男と
三男（双子）
別居:出産時は母の実家近くアパートに住む。母方祖父母の協力、
母の姉と交流あり。1 歳 7 ヶ月頃、父実家隣に家を新築。父方
祖父母も協力あり。

  2 漫画家の妻（8､9 の本の著者）を持つ夫が、インターネットの
子育て情報サイトに掲載した主夫 & 育児日記。第 1 子生後 6 ヶ
月～ 1 歳 6 ヶ月までの記録。妻が生計を支え、夫が主夫として
育児。自宅出産。

同居 : 母（漫画家 36 歳）、父（著者・DJ32 歳）、長男
別居 : 母方祖母は月 2､3 回来る。父方祖父母は他県在住。

  3 コピーライターの母の育児に関する本。育児場面のエピソード
や手作りおもちゃの紹介、趣味の活動の体験など。第 3 子出生
～ 1 歳頃まで。

同居 : 母（著者・コピーライター 30 代後半）、父（あまり登場
しない）、長女 4 歳、長男 1 歳、次男 0 歳

  4 女優の育児日記のような本。第 1 子の自宅出産～生後 9 ヶ月ま
での記録。かなりベビーシッターに来てもらっている。

同居 : 母（著者・女優）、父、長男

  5 漫画家の子育て本。食べ物、洋服、医療など項目に分けてエピ
ソードを書いている。第 1 子誕生、第 2 子誕生から 11 年後の
出版。

同居 : 母（著者・漫画家）、父（CG デザイナー）、長女、次女
別居 : 母方祖父母、母の弟と妹、父方祖父母、父の妹

  6 パニック障害と神経症を持つ父親との第 1 子の子育ての漫画。
長男妊娠中～ 2 歳頃までで第 2 子妊娠までの状況。

同居 : 母（著者・グラフィックデザイナー 31 歳）、父（ライター
33 歳、パニック障害と神経症、睡眠剤使用）、長男

  7 元歌手の育児日記。夫は俳優。長男誕生～ 5 歳で、長男 1 歳時
に第 2 子（長女）妊娠。ずっと歌を歌うと思っていたが、妊娠。
仕事に集中できず、育児に専念することを選択。2006 年には、
再び歌手活動を開始。

同居 : 母（著者・歌手）、父（俳優）、長男、長女

  8
  9

2 の本の母親が書いた漫画。第 1 子 1 歳 6 ヶ月～ 2 歳 7 ヶ月が 8、
第 1 子 4 歳 6 ヶ月～ 6 歳、第 2 子 1 歳 10 ヶ月～ 3 歳 4 ヶ月が 9。

2 に加えて、同居家族に第 2 子の長女

10 テレビ番組を通して結婚した 2 組の夫婦の育児日記。1 組目中
心で、第 1 子妊娠～ 1 歳 8 ヶ月で第 2 子妊娠まで。2 組目は第
1 子出産～ 3 ヶ月まで。本人たちのブログ、育児情報、インタ
ビュー。取材情報を集めてまとめたもの。

1 組目 : 同居 : 母、父、長男
2 組目 : 同居 : 母、父、長女

11
12
13
14

11 はイラストレーターの母の妊娠 ･ 結婚～第 1 子生後 6 ヶ月ま
で。12 は時期が不明確だが、前半は第 1 子の育児、後半は第 2
子妊娠～生後 6 ヶ月頃の 2 人の子どもの育児。13 は第 3 子妊
娠～ 1 歳 5 ヶ月まで。三男はアトピーあり。
14 は 11-13 の著者がまとめた育児書のようなもの。妊娠～小
学生までのできごとを項目別にコメント。

同居:母（著者･イラストレーター33歳）、父（写真家33歳）、長男、
次男、三男

表 3　誰がエンパワーしているか

No. 児 配偶者 児の
きょうだい

母方
祖父母

父方
祖父母

その他
親戚

友人知人
近隣者

保健医療
専門職

育児ｻﾎﾟｰﾄ
ｻｰﾋﾞｽ その他

1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 ○ ○ ○
3 ○ ○
4 ○ ○ ○ ○ ○
5 ○ ○ ○
6 ○ ○
7 ○ ○ ○

8，9 ○ ○ ○ ○ ○

10 ○ ○
11 ～ 14 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



するものだという考えを聞き、受験をやめる決断をした。

少し先輩の母親の体験に基づく育児の考えが母親に影響

した場面であった。

3）配偶者

配偶者によるエンパワーの内容は表 6 に示した。配偶

者は全て父親である。書籍 No.1 では不安定な状態の母

親の話を聞く、ともに育児を行う、No.4 では母親が父親

の前で泣く、横に寝ていると安心すると述べ、No.11 ～

14 でも母親の話を聞き動じることなく対応するのよう

に、母親の精神面の支えとしての父親が示されている。

また、No.1、6、11 ～ 14 では、父親が具体的に育児を

担っている。No.8 と 9 では、夫婦で話し合って育児の

中でどのようにするかを決めている。No.2 は、父親に

よる育児体験記であるが母親によるエンパワーの場面は

捉えられなかった。

4）保健医療専門職、育児サポートサービス

保健医療専門職と育児サポートサービスによるエンパ

ワーの内容を表 7 に示した。

保健医療専門職では、まず、小児科医等の医師は、書

籍 No.1、4、8 と 9、11 ～ 14 において、健診時のアド

バイス、乳児湿疹の相談、アトピーの対応方法に助言を

もらい除去食にこだわらない方針を親がはっきりさせる、

10 円玉を飲み込んでしまった時に受診などである。助

産師が挙がったのは、No.1、2、4 で、母親は助産師を

信頼し、うつ状態の時に話を聞いてもらい、母乳や児の

発達、健康状態などを相談している。ホメオパシー、整

体などの療法も活用し、健康にかかわる気がかりについ

て相談している。保健師は、No.1 と 11 ～ 14 で挙がり、

家庭訪問で話を聞く、子どもの成長の確認、今後の見通

しを伝える、健診場面で医師との間に入って気を使うと

いった対応である。No.11 ～ 14 では、説明をきちんと

してくれる医師をよい医師と述べ、また病院の雰囲気が

よいかどうかも母親は判断している。

育児サポートサービスでは、書籍 No.5、8 と 9 にお

いて幼稚園の先生が挙がった。幼稚園で子どもがよくけ

んかし、親の対応を変えるよう助言を受けて子どもが落
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表 4　児によるエンパワーの内容
No. 内  容
1 大変と言いながらも、かわいい、かわいいという表現が常に出ている。漫画に整えたからか。
2 しつけは特別なことではなく、親がよいマナーや生活習慣をして子どもに示すことが大事と考え、家族が規則正しい生活をし

たり、言葉遣いに注意する、また、母乳のために母親が食事制限をするなど子どもを家族に迎えることに前向きに取り組むこ

とが、両親の生活全体の整えにつながっている。
3 3 人の育児で大変という印象はなく、何事もお母さんの仕事・役割としてまとめている。
4 子どもがかわいいというのが常に表現されている。
5 この 10 年間 ｢ 肝っ玉母 ｣ を養成するためのトラの穴に入っていたかのような日々、と書いている。
7 とにかく子どもがかわいいと言うことが常に出てくる。子どもの成長していく姿に感動して接している。妊娠中～授乳中は、

食事に注意し、禁酒、禁煙。タバコはやめてしまったが、飲酒は、卒乳とともに再開。子育てによって、規則ただしい生活リ
ズムになった。

8，9 薬に反応したり、子どもの意思を表現したり ､ その反応を捉えてよい悪いを夫婦で判断している。

10 子どもがかわいいという気持ち、子どもの変化・成長（1 つ 1 つのことができるようになっていくこと）で親も感動している。
11 ～ 14 かわいいということと、変化していっておもしろいということ。

表 5　友人知人近隣者によるエンパワーの内容
No. 内  容
1 ママ友達：手あれの際の対処情報、児童センターでさりげなく子どもを見てくれる、おしゃべり、ちょっと先を行く双子マ

マの今後の見通し情報。
4 友人：食事をしたり、プレゼントをもってきたり、交流したり。
5 友人・ママ友達：女の子と母親はライバルになるとか、これから子どもがどうなるかと言う体験をいろいろ聞いていて、自

分の体験と重ねている。
7 ママ友達：育児の体験を話し合っている。父親と３人で出かけることは困難で、ディズニーランドにはママ友達といっている。

8，9 幼稚園の母親同士の交流。まわりのこどもを殴ったりしても、周囲の母親
は、遅生まれで言葉がうまく話せないためと受け止めてくれている。
友人の母親：小学校を受験させるかどうかで、男の子は地元でつるんで遊びながら成長するといわれ、公立小学校に行かせ
ることが腑に落ちた。

10 ママ友達：みんなと同じ、大丈夫と言われると安心。
11 ～ 14 友人たち：大騒ぎせず、普通に接してくれることがうれしい。アトピーでかわいそうというレッテルを子どもに貼られたく

ない。



ち着く、育児方針に感動するという場面である。No.8

と 9 では、幼児教育の専門家の講演を聞き、その後に

個別面談を申し込み、お受験をやめるよう説得される場

面もある。No.2 では、さまざまな教室に参加して勉強

し親としての方針を持つ、No.4 では、母親の仕事中は

ベビーシッターが児の世話を担っている。

5）児のきょうだい、母方および父方祖父母、その他親戚、

その他

児のきょうだいでは、児の兄が書籍 No.1 と 11 ～ 14 の

中で年下のきょうだいをかわいがり育児を手伝っている。

母方および父方双方の祖父母は、書籍 No.1、11 ～

14 で挙がった。No.1 では、うつ状態の母親の育児を直
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表 6　配偶者によるエンパワーの内容
No. 内  容
1 父親は帰宅が遅い中で、文句を何も言わずに夜間の育児を担い、支え続けた。エッセイの中で、父親は、育児をともに戦った

同志である、母親と同じように育児を担ってきたので、子どもの発達に一緒に感動できる、2 人にとってよい体験だったと母
親が書いている。父親は、母親の精神状態の変動をそのまま受け止めて対応している。次のような場面である。双子が泣いて
も起きないが、母親が泣くとすぐに起きる。母親が夜間授乳しようと準備を始めると父親も起きて様子を観察し、母親がミル
クはつくっても子どもに与えられないとすぐに授乳を代わる。新しい家に引越しして母親は閉じこもり生活になり、精神状態
が悪化し、朝の父親の出社時に行かないでと泣いたときに仕事を遅刻してゆっくり話を聞く。

4 寝室を別にして父親が眠れるようにと配慮しているが、夜間授乳で孤独感が募ったときなど夫の前で泣いたり、子どもの成長
に感動して一緒に泣いたり、夫の横だと安心して眠れるなど、気を使いながらも頼りにしている印象。子どもをベビーシッター
に預けて 2 人で外出を楽しんだりもしているが、結局子どもが気になると書いている。

6 父親は、ライターと称して家で過ごしているため、妊娠前から母親が外で働く生活。父親が育児・家事を実際に担っている。
8，9 どうするかについて、夫婦で話し合って方針を出している。

11 ～ 14 父親は会社員と違い時間がある程度自由になる。生後 2 ヶ月までは、家事と育児を中心の生活。親子 3 人で、育児を中心と
した生活をしている。また、何があっても動じない感じで、母親の言うことを聞いている。何があってもあわてることなく、
普通に対処している。

表 7　保健医療専門職 ･育児サポートサービスによるエンパワーの内容
No. 保健医療専門職 育児サポートサービス
1 小児科医 : 健診時等のアドバイス。

助産師 : うつの時じっくり話を聞く。母が信頼している。
保健師 : 家庭訪問して話を聞く、子どもの成長の確認、今
後を伝える。

2 自宅出産を支えた助産師、ホメオパシーの治療者など : 発
達や健康に関する助言を得ている。

さまざまな教室 : 妊娠中から参加し、妊娠・出産について調べ
て自分たちで勉強し、方針をしっかりと持って出産・育児に
対処している。

4 クニリック、助産師、ホメオパシー、整体 : 乳児湿疹、母
乳など、すぐに相談して対応している。

ベビーシッター : 生後 3 ヶ月で仕事復帰。仕事の時は、自宅で
べビーシッターが児の世話。芝居を見に行くときなども、頼ん
でいる。何人かいるが、特に信頼しているシッターさんがおり、
子どもが病気のときも世話を頼んでいる。

5 幼稚園の先生 : 第 1 子が幼稚園でけんかすることが多くなった
ときに、園長に呼ばれ何があったか聞かれた。通園時に子ども
が好きな服を着せるようにいわれ、そうすると子どもが落着い
た。問題のあるけんかを幼稚園の先生は見抜くと書いて
いる。

8，9 小児外科 : 児が 10 円玉を飲み込んでしまったときに、受
診。

こどもの城での講演した幼児教育の先生 : 個別に話を申し込み、
お受験のための習い事で子どもが夜泣きをするようになったこ
とを話したところ、子どもの成長とはについて話され、お受験
をやめるよう説得された。
幼稚園の園長 : 育児方針に感動。

11 ～ 14 アレルギー検診の医師 : ステロイド剤、食事について説
明を受けた。ステロイド剤について皮膚科では十分な説
明がなく、人づての情報で考えていたが、医師からはっ
きりと説明を受けて納得。食事も除去食にこだわらない
でよいという方針がはっきりした。制限された食事だけ
では生きていけない、誰が作ったものでも食べられるよ
うになってほしいという方針と、除去食は不要でどう食
べさせるかの知識がつながった。保健師、看護師、医師
がよく出てくる。説明をきちんとしてくれる医師はよい。
病院の雰囲気がよい。保健師は、健診場面で医師とのや
り取りの間に入って母親に気を使っている様子が出てく
る。整体の先生 : 毎週通う。子どもがよく眠れるように
なる。



接助けている。No,11 ～ 14 の母親は、頭では助けてく

れる人と思っても第 1 子の生後 3、4 ヶ月までは親子だ

けでいたいと感じ、第 2 子以降は、母親だけではでき

ないと最初から助けてもらう人と考えたという変化を述

べている。父方祖父母のみが挙がっているのは、No.6

で、父方祖父母に父親の子ども時代を教えてもらい、児

とそっくりだと知るという場面である。

その他親戚では、書籍 No.1 で母親の姉である。母親

は姉を信頼し、うつ状態の時、姉と電話中に姉の都合で

電話を切られても自分は大丈夫なんだと気が楽になる場

面があった。

その他では、書籍 No.3 で母親は陶芸教室、小学校の

行事等、趣味や学校行事等に参加しており、クラブ活動

をやろうと読者に勧めている。また、No.7 では、電車

の中で席を譲ってくれたおばあさんや男性に感動してい

る。No.11 ～ 14 では、他者ではなく母親自身の力であ

る。母親自身が自分の体を信頼していること、アトピー

への対応に医師の助言も得て母親なりにはっきり方針を

もつことができたこと、うつ状態になった時に入眠剤を

もらうなど受診して対処できていること、子どもたちが

いるから自分が死ぬわけにはいかないという思いが不安

のもとになる時もあるが、人間はいつか死ぬものだから

今ちゃんとものを食べて生きていくのだという方向に向

かう、など母親が自分を信じて、判断し、行動し、前向

きに生きていく力を述べている。

Ⅳ．考察

1．親は誰にどのようにエンパワーされているか

親をエンパワーしているのは、育児の対象である児、

配偶者、児のきょうだい、母方および父方祖父母、叔母、

友人知人近隣者、保健医療専門職、育児サポートサービ

ス、趣味などの活動、電車の中で席を譲ってくれた人、

母親自身であった。そして、それぞれにエンパワーの内

容が異なっていた。

子どもは、親が一番エンパワーされる存在である。か

わいいと感じて子どもの変化や成長に感動している。ま

た、第 1 子が幼児に近づくと母親は、また赤ちゃんが

抱きたい、次の子どもがほしいと考えている。さらに、

妊娠や育児をきっかけに、禁煙・禁酒、親自身がマナー

を意識した行動をするなど、親自身の生活を改善してい

る。このことも、子どもという存在自体が親を変化させ

たと言える。

次に、配偶者は、精神面の支え、育児をともに行う、

ともに考えて決断する、という形で支えていた。下敷領

ら 1）の調査では、母親が夫から受けた精神的な支援と

して、愚痴を聞いてくれる、子育てについて一緒になっ

て話してくれる、何をしてくれるというわけではないが

居てくれるだけで精神的に楽になるという内容を挙げ

ているが、今回捉えた支援も同様であった。また、今回

は、父親が自宅に居て直接育児や家事を分担する例が多

かった。産後 1 ～ 4 ヶ月の母親意識を高めるには夫の

育児協力が必要との報告 2）がある。特に母親がまだ育

児に慣れず、一つひとつ悩む時期であり、睡眠不足で疲

労がたまる時期である生後 2 ヶ月頃まで、父親が育児

休暇をとり母親と一緒に家事や育児に没頭できると、非

常に母親の助けになると思われた。また、直接育児や家

事を担うことは、父親にとって子どもへのより具体的で

生き生きとした肯定的な感情を増すと考えられている 3）。

父親が育児や家事を担うことは、夫婦で親として成長し、

子どもを含む家族のつながりを強化すると言える。しか

し、実際に母親の支えとして活躍するためには、父親が

家事能力を身につけている必要がある。

児のきょうだい、祖父母、叔母の親族では、直接育児

を手伝う、信頼する関係の中で安心するという支えに

なっていた。しかし、核家族での育児が多かったためか、

場面は少なかった。

さらに、友人知人近隣者、特にママ友達は、具体的な

体験を共有する、みんな同じと安心する、疾患をもった

り周囲をうまくかかわれなかったりする子どもを特別視

せず受け入れて普通に接してくれることが支えになって

いた。また、少し先輩の親から諭されるというかかわり

もあった。今回は、育児中の親同士が交流する育児サー

クルの場面は取り出せなかった。職業をもつ母親が多

かったためかもしれない。

専門職 ･ サービスでは、医師、助産師、ホメオパシー

の治療者、整体師等は、親は健康や育児に関して相談し、

対処方法の選択に役立つ明確な知識や助言をそれぞれか

ら得ていた。特に、助産師は、妊娠・分娩・育児を通し

てかかわり、非常に信頼されていた。幼児教育や保育の

専門家は、集団生活、保育や教育と子ども、その子の特
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徴という観点から親に助言していた。

趣味等の活動、電車で席を譲ってくれた人等とのかか

わりも母親の生活の拡大や人とのかかわりを考えるきっ

かけとなっていた。

2．親のエンパワーを促すかかわり

今回、親がエンパワーされている場面として、育児中

の親が前向きな気持ちになった場面、他者から何らか

の支援を受けていると感じた場面とした。しかし、そ

れらの場面から、親が自分たちはどうするのかを決断

できることが大事なのではないかと感じた。例えば書

籍 No.8 と 9 で、友人の母親の考えを聞き、小学校受験

をやめる決断をする、No.11 ～ 14 で医師からアトピー

の対応方法に助言を得て除去食にこだわらないという方

針をはっきりさせるという場面がある。また、配偶者に

よるエンパワーの内容には、ともに考えて決断するがあ

る。さらに、No.11 ～ 14 では、母親自身が自分を信じ

て、判断し、行動し、前向きに生きるという場面があった。

育児は、親としてどのようにわが子の世話をするかとい

う小さな決断の積み重ねと考えられる。親は悩み、情報

収集し、相談し、決断し、実施することを繰り返し、新

たな悩みや疑問に対処する力がつくと考えられる。決め

ることはエネルギーが必要であり、書籍 No.1 の母親の

ように精神的に不安定であると、それは非常に負担にな

ると予測される。

以上から親のエンパワーとは何かを再び考えた時、親

が親として自分の体験から自信をつけ、内面から力をつ

けていくことが重要ではないか、と考えた。その結果と

してより主体的に問題解決に取り組むことができる。

親になるということは、具体的な育児という技術習得

を伴う新しい役割を担う自分になるということである。

野島 4）は、子ども家庭福祉におけるエンパワメントは、

元々その人がもっている潜在的な能力を引き出すことで、

その人の主体性を確保するプロセスであるとしている。

親のエンパワーとしてめざすことは、親が元々持つ力を

生かしながら、育児に必要な知識や技術を身につけ、親

という役割を自ら引き受けて主体的に問題解決できるよ

うになること、そして、親という役割を自分の人生の中

に統合しつつ、一人の人間として自分の力を発揮して生

きていくことができるようになることと言えるのではな

いだろうか。

そのような親のエンパワーを促すためには、まず、親

が育児の知識や技術を得ることや育児の手助けを得るこ

とを通して、他者に相談しながらも親自身が決めていく

ことができるようになる姿を確認することが必要であ

る。それに加え、親が家族や地域の中で暮らす一人の人

として認められ、自分の気持ちを話すことができる人間

関係がもてるよう支援することも必要ではないかと考え

る。特に地域住民のかかわりでは、親自身を気にかけて

声をかけてくれる他の住民がいることや趣味等のつなが

りといった人間関係をもつことも意味があるのではない

かと考える。

　

Ⅴ．おわりに

今回調査対象とした漫画や日記形式の育児体験記は、

日常のひとこまが書かれ、場面がイメージしやすいもの

であった。育児に前向きな親が多く、育児のよい面が表

現されていると感じた。父親は仕事が多忙で、母親一人

が育児に取り組む体験についても検討できるとよいと

考える。また、父親の育児体験記も出版されているので、

父親の育児体験についても検討したい。

本調査は、平成 17 ～ 19 年度科学研究費補助金基盤

研究（C）親のエンパワメントを促進する育児環境づく

りの方法の開発（研究代表者 : 北山三津子）の一部である。
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Ⅰ．はじめに

母乳育児支援は、少子化対策が緊急の国民的課題と

なっている現在、母子の心身の健康を守る上で、保健医

療関係者のみならず地域住民が協力して取り組むべき

重要な課題となっている。平成 19 年 3 月の健やか親子

21 の指標に関する研究会では、「出生後 1 か月時の母

乳育児の割合」がベースライン調査時の 44.8% から 17

年度の調査において 42.4% と減少傾向にあり、引き続

き母乳育児を増加させる取り組みが必要であるとされて

いる。今後は特に出産施設での支援と退院後の母子の支

援の重要性が指摘されている。

母乳育児の確立や継続に関しては、影響する要因に関

する研究が多く 1）～ 3）、母乳育児を体験した母親の気持

ちを重視した研究は少ない 4）。母乳の良さを体験者の母

親の実感から明らかにしていくことは、今後の母乳育

児支援の意義を考えるうえで、有用な資料となると考え、

今回、「赤ちゃんにやさしい病院（BFH　Baby Friendly 

Hospital）」で出産し母乳育児を体験した母親から母乳

育児の意味を明らかにする試みを行った。

Ⅱ．対象と方法

対象は、A 県内の 2 か所の「赤ちゃんにやさしい病

院」で出産し母乳育児支援を受けた、出産後 1 年にな

る母親 25 名である。2 か所の「赤ちゃんにやさしい病

院」では、児の 1 歳の行事において、A 医院では 13 名、

B 医院では 12 名の協力が得られた。行事に参加した母

親の全数は、約 60 名であった。調査時期は平成 17 年

7 ～ 8 月であった。

方法は、母親の個別な体験を明らかにするという目的

から半構成的面接による質的記述研究を行った。データ

収集は、調査対象の了解を得てテープに録音し、逐語録

を作成した。質問項目は、妊娠中から母乳で育てたい

と思っていたか、妊娠中に役に立った指導、家族や周囲

の人の母乳育児に対する支援、入院中に受けたケアで

よかったこと、よくなかったこと、退院後に困ったこと、

母乳で育てたことについての思いである。

調査対象への協力依頼については、A 医院では、研究

期間中に医院の行事である 1 歳のお誕生日会に出席し

た母親に協力を依頼し、B 医院では、B 医院からよびか

けて 1 歳になるおしゃべり会をひらいているが、そこ

で研究協力を依頼した。

倫理的配慮については、会の始まる前に、医院の担当

者から大学の母乳育児に関する研究依頼について、匿

名性の保障やデータは研究のみに使われること、面接の

データは大学で責任を持って保管することまた協力しな

くても不利益はないこと、について説明をしてもらった。

そのうえで、研究の趣旨を了解して協力していただける

母親について、会のあとで残ってもらい面接を実施した。
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〔報告〕

赤ちゃんにやさしい病院で母乳育児を体験した

母親にとっての母乳育児の意味 

服 部   律 子 1 ）　 　 布 原   佳 奈 1 ）　 　 名 和   文 香 1 ）　 　 秋 山   寛 子 2 ）

The Meaning of Breastfeeding Experience of Mothers Who Received

the Care at the Baby Friendly Hospital

Ritsuko Hattori1 ） ,  Kana Nunohara1 ） ,  Fumika Nawa1 ） , and Hiroko Akiyama2 ）

1）岐阜県立看護大学 育成期看護学講座　Nursing in Children and Child Rearing Families, Gifu College of Nursing
2）京都府医師会看護専門学校　The Nursing School of Kyoto Medical Association



面接は、研究者 2 人で行った。面接場所は、会を行っ

たホールの一角で、面接を待ってもらっている人たちと

は離れた場所で行い、プライバシーに配慮した。

データ分析は、面接内容を録音したテープを逐語録に

おこし、質問項目に関係ある文脈を取り出し整理した。

その意味内容にしたがって、1 つの意味内容は 1 データ

として類似するものをまとめてカテゴリー化した。母乳

で育てたことについての思いに関しては、思いを自由に

語ってもらった中から、母乳育児の価値ある内容として

の意味を取り出した。カテゴリー化したものは、入院中

の支援と母乳で育てたことについての思いであった。質

問によっては項目別でまとめられるものもあり、妊娠中

の母乳育児の希望、妊娠中の指導と周囲の支援、退院後

困ったことや周囲の援助については、カテゴリー化はせ

ず、項目別に量的に分析した。本文中ではカテゴリーは

【　】、項目は〈　〉で、実際の表現は「　」で表した。

Ⅲ．結果

1．対象の概要

対象者 25 名のうち初産婦は 14 名、経産婦は 11 名

であった。児の年齢は 1 歳 0 か月、母親の平均年齢は

32 歳であった。母親の妊娠の経過に異常のあったもの

はなかった。帝王切開は 1 名であり、24 名は経膣分娩

であった。対象となった 25 名のうち、24 名が 1 年後

も母乳育児を続けていた。面接の所要時間は平均 30 分

であった。

2．妊娠中の母乳育児の希望

妊娠中の希望としては、25 名のうち、〈あまり母乳で

育てたいと思わなかった〉〈何も考えていなかった〉と

いう回答がそれぞれ 1 名づつあったが、あとの 23 名に

ついては、「母乳で育てたいと思っていた」という内容

であったが、〈できれば母乳で育てたい〉という思いを

もっていた母親が最も多く、17 名であった。また〈是

非とも母乳で育てたい〉という母親が 3 名、〈母乳で育

てるのが当然〉という母親が 3 名であった（表 1）。〈で

きれば母乳で育てたい〉という回答内容については、「期

待はしていなかったが母乳でという気持ちはあった」「母

乳で育てられたら楽だし、免疫とかいろいろないいこと

聞いていたから自分の母乳がでればいいな」「やっぱり

子どものためにはおっぱいが一番いいと聞きましたので、

できたらと思い・・・」など母乳で育てたいが自信のな

さが窺える内容であった。　　

〈母乳で育てるのが当然〉という内容については、「母

乳で育てるのが当然」「当然母乳っていう感じ」などミ

ルクの選択肢がないというものであり、母乳でなければ

ならないというような強い意思をあらわすものではない。

〈是非とも母乳で育てたい〉という内容には「上の子で

苦労したからこの子は是非母乳で」「3 ヶ月までは絶対

母乳で」と母乳育児に強い意思がみられるものであった。

3．妊娠中の指導と周囲の支援

妊娠中に役に立った指導というのは 23 名が病院から

の情報と答えていた（表 2）。病院からの情報については、

具体的な回答のあったものについて分析すると〈乳房乳

頭の手入れの方法〉や〈母乳の利点の説明〉〈自信をつ

けさせる励まし〉があげられた。

周囲の支援については、〈特になかった〉が 21 名で

あり、〈家族も母乳を勧めてくれた〉は 4 名であった。

4．入院中の役に立った支援

入院中の支援では、【頻回授乳のすすめ】【直接的な授

乳方法の指導】【何度も見に来てくれること】【出生直後

の授乳体験】【気持ちを支え励ます関わり】【家族への支

援】の 6 つのカテゴリーに分けられた（表 3）。【頻回授

乳のすすめ】では「別に出る量を気にせずにくわえさせ

ることに意味があるからって言われた。とりあえずくわ
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表 1　母乳で育てたかったか n=25

できれば母乳で育てたい 17
母乳で育てるのが当然  3
是非とも母乳で育てたい  3
何も考えていなかった  1
あまり母乳で育てたいと思っていなかった  1

表 2　妊娠中に役に立った指導 n=25

病院からの母乳の情報 23
病院と友だちからの情報  1
いろいろな人から情報を得た  1

表 3　入院中に役に立った支援
頻回授乳のすすめ
直接的な授乳方法の指導
何度も見に来てくれること
出産直後の授乳体験
気持ちを支え励ます関わり
家族への支援



えさせるだけでいいっていうのをいわれて」「欲しいと

きに欲しいだけあげればいいといわれたので、とにかく

あげた」「欲しがったら欲しがるときに何度でもどんな

ときでも飲ませるっていうふうに。時間を気にしないで、

やれた」などの回答があった。

【直接的な授乳方法の指導】については、マッサージ

などの乳房乳頭のケアや抱き方、飲ませ方があげられ

た。「マッサージしてもらったり冷やしてもらったりし

た」「うまく吸わせられなくて、でも吸わせ方とか抱き

方とかいろいろと教えてくれた」「おっぱいの出し方と

か飲ませ方とかを常にちゃんとできているか教えていた

だいた」「マッサージとかですかね。その面でやっても

らったのと、あと飲ませ方っていうか、そういう面です

かね。いろんな方向から飲ませた」などの回答があった。

【何度も見に来てくれること】では「入院中は何で泣い

ているかわからなくて、泣くたびにナースコールを押し

てすぐに来てもらっていた」「ここは産んですぐ同室な

ので、とにかく母乳あげる抱き方とかあげ方とかわから

なかったので、困ったらすぐ来てもらえる」「昼間より

夜の方が回数が多いから、夜呼んでも来てもらえる」「入

院中顔をのぞきに来てもらうだけで、楽になった。1 対

1 でいるより安心」などであった。【出産直後の授乳体験】

には、「帝王切開のときでも、うまれた直後からずっと

くわえさせてくれた」「おなかの上にのって赤ちゃんが

すぐにおっぱいを吸ってくれるっていうのが嬉しかった。

うまれてすぐにでも吸えるんだって」「産まれてすぐに

おなかの上に子どもを乗せておっぱいをすぐ吸わせるこ

とをしたこと」などがあげられた。

【気持ちを支え励ます関わり】には、「あまり出ないし、

痛いしすごく悩んでいたのだけど、看護婦さんのやさし

い言葉で大丈夫なんだと思った。初めてっていうことを

わかってもらえるようなことばや、私だけではない、み

んなこうなんだからみたいな、あっそうなんだって安心

させてくれた」「いろいろと励まされた。特に一人目っ

て不安ですよね。よくあんなこと聞いたなっていう些細

なことでも、一つ一つ教えてもらった」などであった。

【家族への支援】については「面会のときに、周りは

ちょっとでなくなるとミルク足せ、というけどミルクは

足さずにおっぱいだけでやるっていうことを言ってもら

えたのはよかった」という意見があった。

5．入院中に役に立たなかった支援

役に立たなかった支援は特に思いつかないという人が

ほとんどで、「看護師さんによって言うことが違ってい

たが、あまり気にならなかった」という人が 1 名あった。

6．退院してから困ったこと

退院してから困ったことには、〈特になし〉が最も多

く 13 名であった。困ったことでは〈どれだけ飲んでい

るのかわからない〉が 2 名、〈乳頭亀裂や傷〉が 2 名、〈母

乳不足感〉が 2 名であった（表 4）。これらの問題につ

いては、どの人もその都度病院に電話したり、健診のと

きに聞いて解決していた。

7．家族や周囲の人の援助

家族や周囲の人の援助については、〈特に援助はなかっ

た〉が最も多く、15 名であった。援助については〈母

乳以外のことは手伝ってくれた〉が 6 名で、〈食事に気

を遣ってくれた〉は 2 名、〈母乳が出ているよと励まし

てくれた〉〈夜も起きて手伝ってくれた〉がそれぞれ 1

名であった（表５）。〈特に援助はなかった〉というなか

には、「できるならやりって感じで。旦那の親には寝れ

ないとか言われた」や「母乳だと援助がないなって思う。

ミルクだったらやってって言える。母乳だと自分でやら

なくてはならないから、他の面で援助してもらおうと・・

だから自分のことだけでもやってもらうようにした」と

いう回答があった。
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表 4　退院後に困ったこと n=25

特になし 13
どれだけ飲んでいるのかわからない  2
乳頭亀裂や傷  2
母乳不足感  2
断乳したあとのおっぱいの処置  1
左右の出が違う  1
母乳が出なくなったが、吸わせる回数が増
えるとよく出るようになった  1

退院後、1 ヶ月の母乳不足  1
乳腺炎  1
6 ヶ月まで母乳だけでいいか  1
搾乳の仕方  1
薬のこと  1

表 5　家族や周囲の人の援助 n=25

特に援助はなかった 15
母乳以外のことは手伝ってくれた  6
食事に気を遣ってくれた  2
母乳が出ているよと励ましてくれた  1
夜も起きて手伝ってくれた  1



8．母乳で育てたことについての意味

母乳で育てたことについての意味には、【からだを直

接触れ合うことにより愛情が深まる】【一緒にいられる

時間が長いことで子どもとの関係が深まる】【自分の力

で育てた満足感・有能感】【幸福感や楽しさ】【楽にできる】

の 5 つに分けられた（表 6）。【からだを直接触れ合うこ

とにより愛情が深まる】には、「自分のおっぱいからあ

げるのは、吸われてるっていうのもあるんだけど、すご

く愛情がわくというか、探して吸いにくる時がかわいく

て。これはミルクの人には味わえない」「おっぱいあげ

る時に、ずっと密着していたので、子どもの気持ちが読

み取れるような気がする。訴えていることがわかる。信

頼関係が築けた気がする」「吸ってもらうときって気持

ちいいんですよ。産んだときの気持ちよさもある。自分

のおっぱいに手を添えながら飲んでいる姿をみると、す

ごくいとおしい」「肌と肌の触れ合い。赤ちゃんと母親

にしかできないことだから。続けていく。赤ちゃんの吸

いごこちって、哺乳瓶ではありえない」などの回答があっ

た。

【一緒にいる時間が長いことで子どもとの関係が深ま

る】については、「十分一緒にいられた。すごくよかっ

た」「一人目だったらべったりいられたけれど、2 人目

だとそうはいかない。母乳あげてた分、その分触れ合い

の時間が作れたかなって」「ここでうまれてすぐからずっ

と一緒だったってことがよかった。母乳の方が、ずっと

抱っこしてあげるとか・・・そういうの愛情を伝わって

くるんじゃないかな」などの回答があった。

【自分の力で育てた満足感・有能感】については、「自

分の力でここまで成長させられたって言う喜びとか満足

感があります。ミルクと違って母と子の絆が深いかな」

「母乳で育てている人は少ないんで、誇りというか自信

になっている。特に 1 歳過ぎまであたえられたこと」「子

どもが自分を頼っているっていう感じもある」「自分の

中で愛情を注いだっていう感じがある」「いくら疲れて

いても、しんどくてもおっぱいせがみにくると、嬉しくっ

てあげちゃう。頼りにされているじゃないですけど、求

められているって感じがうれしいです」などがあげられ

た。

【幸福感や楽しさ】では、「おっぱいをあげているお母

さんは、とても幸せだと思う。母親も気持ちがわいてく

るような感じ」「授乳しているときが楽しい。こっちも

心がおちつくし、この子も安心するみたいで。母乳で育

てることができて幸せです」「はじめは飲んでるだけだっ

たんだけど、おっぱい触ってくる。吸いながら触る。面

白いなって思った」などであった。【楽にできる】では、「手

間がかからないこと、出せばすぐやれること」「母乳に

してよかった。経済的にも楽だし。荷物なんかも楽」と

いう回答があった。

Ⅳ．考察

1．妊娠中からの母乳育児支援

妊娠中からの母乳の希望については、平成 19 年度の

「授乳・離乳の支援ガイド」によると、「母乳が出れば母

乳で育てたいと思っていた」は 52.9% であり、「ぜひ母

乳で育てたい」は 43.1% であった。今回の調査によると、

母乳育児を推進している「赤ちゃんにやさしい病院」の

利用者であっても「ぜひ母乳で」というのは少なく、「で

きれば母乳で」という母親が 17 名（68%）であり、母

乳がでれば、という母親の母乳に対する自信のなさが窺

われた。育児雑誌やインターネットなど育児情報は普及

しているが、妊娠中からの母乳のイメージには、「辛い」

「たいへん」など否定的なイメージも、肯定的なイメー

ジとともにあげられており 5）、母乳育児は誰でもできる

ものとしては受け入れられてはいないと思われる。

また妊娠中の支援や情報についても、ほとんどが、病

院の母親学級などの指導によるもので、「母乳に関する

ことは病院ですべて教えてもらった」という母親が多

かった。妊娠中からぜひ母乳で育てたいという希望があ

る母親のほうが、そうでない母親に比べて母乳栄養の割

合が高いことからも 6）、妊娠中から母乳の利点や乳房乳

頭のケアの方法など繰り返し指導し、母乳で育てられそ

うなイメージを育てたり母乳育児への意欲を引き出すこ

とが重要である。

2．入院中の母乳育児支援

入院中の母乳育児支援については、WHO の「母乳育

  

岐阜県立看護大学紀要　第 9 巻 2 号 , 2009

— 30 —

表 6　母乳で育てた意味
からだを直接触れ合うことにより愛情が深まる
一緒にいる時間が長いことで子どもとの関係が深まる
自分の力で育てた満足感・有能感
幸福感・楽しい
楽にできる



児を成功させるための 10 か条について」にある「出産

後 30 分以内に赤ちゃんに母乳を飲ませられるように援

助する」「母子同室にする。赤ちゃんと母親が終日一緒

にいられるようにする」「赤ちゃんが欲しがる時はいつ

でも母親が母乳を飲ませられるようにする」というケア

の方針が、母親から評価された。【出産直後の授乳体験】

では、出産直後の授乳により母親が新生児の能力に気づ

き、母乳を吸ってくれることに喜んだ体験が語られ、そ

の気持ちが母乳をあげたい原動力になっているともいえ

る。出産後の母親は、分娩を終えた達成感があり児の泣

き声や様子を目にすることで、母性感情は一気に高まる

ので、その時点での早期接触は、母親にとって強い印象

となる。新生児が欲しがるたびに母親が授乳する自律

授乳は、常に児が側にいる母子同室によって可能となり、

また多くのエビデンスによって、効果的であることが

証明されている 7）。出産後早期の場合、特に頻回の授乳

は母乳分泌の促進に効果的であり、今回の調査結果でも、

出る量は気にしなくても吸わせると出るようになると指

導をうけて、ひたすら吸わせている様子が窺える。

また【何度も見に来てくれること】【直接的な授乳方

法の指導】は、10 か条でいえば、「母乳の飲ませ方をそ

の場で具体的に指導する」にあたり、10 か条のステッ

プを実践していくことの有効性が確認された。大多数

の母親は授乳に際して具体的な手助けを必要としており、

特に抱き方や吸いつき方については、母親や児にとって

正しい方法を身につけることが、母乳育児の成功に結び

つくことが言われている。授乳の正しい方法といっても、

その母親と児の共同の作業であり、出産後の個別な支

援なくしては、その母子にあった授乳の方法を見出して

いくことはできない。また経産婦であってもはじめから

丁寧に教えてくれた、といった評価も聞かれることから、

母親が授乳の方法に自信をもてるようになるまで個別に

関わっていくことは重要である。授乳の場面で関わるこ

とが効果的であることから、【何度も見に来てくれるこ

と】は不可欠であるが、特に「夜も見に来てくれた」こ

とは母親の不安を軽減するのに有効だったと思われ、夜

間の援助を強調する母親も多かった。

【気持ちを支え励ます関わり】については、母乳育児

支援の基本的な姿勢を示すものともいえる。野口 8）も

母乳ケアの母親の評価について、「母親の気持ちの支持」

が大きな影響を示すとしており、やさしさや心配りなど

気持ちに関わるケアの重要性を強調している。母乳育児

の継続には母親自身の意欲が大きな要因となることから

も、母親の気持ちを支え励ますことは、入院中のケアの

みならず、妊娠期から育児期においても必要である。

BFH の病院では、職員の母乳育児への取り組みが一

致しているので、均質なケアが出来ると思われるが、施

設内での母乳育児支援の場合、職員によって指導の内容

が違うことは、課題にあがるところなので、職員への指

導は重要な点である 9）～ 11）。

3．母親にとっての母乳育児の意味

母親にとって母乳で育てたことへの意味について、【か

らだを直接触れ合うことにより愛情が深まる】【一緒に

いられる時間が長いことで子どもとの関係が深まる】【自

分の力で育てた満足感・有能感】があげられたが、これ

らの意味は、母乳で育てることによって体験できるもの

と言えるであろう。母乳育児を行うことにより母子関係

や母親の子どもに対する感受性が深まることは従来か

ら言われていることであるが 12，13）、母親の身体的な感

覚もオキシトシンやプロラクチンの分泌を促し、母性意

識を高めることが考えられる。授乳のたびに肌と肌が触

れ合うことも、母親にとっては直接感じられる児の体温

であり、スキンシップと言えるものだが、乳首を吸われ

る感じが気持ちいいもの、という母親の実感はより積極

的な感覚であり、その快感が愛情の深まりに通じるとい

うのが母親の実感であった。授乳行為は出産と同様、身

体感覚を通じた直接的な満足であり、歓喜の源であると

言われている。身体的なつながりにより母子の愛着を

深め、「母らしさ」を発揮していくことができることに

なるので母子の精神衛生上意味が深い 14）。また母乳で

あれば、母親しか与えることができず、頻回の授乳をし

ていることも多く、時間的に長く一緒にいる状況であ

る。乳児期の初期には特に母子がともにいることの重要

性が再認識されている現在、母乳育児は母子が自然に共

に過ごせる環境を作り出すものである。【自分の力で育

てた満足感・有能感】については、先行研究 15）にもあ

るように、自分に自信がもて母親として成長できる体験

を母乳育児を通してしていると言える。母乳育児で達成

感を得ると、その後の育児や女性としての生き方にも自

信をもつことができるであろう。【幸福感や楽しさ】【楽
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にできる】ということも、前述の【自分の力で育てた満

足感・有能感】にも関連して、母親としての自信につな

がるものである。母乳育児については、「辛い」「ストレ

ス」「面倒」など苦痛やマイナス因子もあると報告され

ている 16，17）。母乳育児の継続には努力を要することは

多くあるが、頑張ったことが母乳育児の成功に結びつき、

母親に自信を与えることとなれば、マイナスをプラスに

転化できる。母乳育児の達成感が幸福感につながると考

えられるが、それは女性の人生にとってもよい体験にな

るであろう。しかし母乳育児については、望んでいても

うまくいかなかったという、失敗体験として心に残って

しまったり、母親や児の健康上の理由から母乳があげら

れなかったりする人もいるので、そのような人々へのケ

アも重要である。

ここで、母親にとっての母乳育児の体験を、以上の明

らかにされた意味から「母親としての自信や母子関係

の幸福感」を視点として、図式化すると図 1 のように

表された。「子どもと直接触れ合うこと」は母乳を吸わ

れる体験として母親の体を通して感じる感覚であり、こ

れは母乳でしか体験できない。また「一緒にいる時間が

長い」ことも母親でしかできない母乳育児の特徴であ

り、時間的な接触の長さを感じられる感覚は、母子の結

びつきを深める要因となる。そのような身体感覚や時間

感覚が愛情をより深めることに関係するであろう。そし

て母親の実感としては、母乳育児の「楽しさや楽にでき

る」ことや、「自分の力で育てた満足感や有能感」があり、

そのような母親の気持ちのゆとりは母子関係を深めてい

く基盤となると考えた。　　　　　　

母乳育児の利点として、最近では母子の健康上の問題

について、母乳栄養児の成人期の糖尿病や高血圧、肥満

などの疾病予防や、母体の卵巣がん、乳がんの発症リス

クの低下、糖尿病予防、骨量の増加など、さまざまな効

果が指摘されている 18）。今回は母乳育児に関する母親

の主観的な体験の意味を分析したが、母乳育児が母親と

しての自信や母子関係の幸福感につながることは、その

後の育児に不安やつまずきを少なくするためには、効果

的であると考えられる。この点からも母乳育児を推進し

ていく意義があると考えられる。

4．母乳育児推進の課題

妊娠中の周囲の支援や、退院後の周囲や家族の人の援

助については、ほとんどなかったとする人が多く、周囲

の人の理解と支援の不足が示唆された。退院後に自立し

て母乳育児ができる母親にとっては、援助の必要性は少

ないとも考えられるが、周囲の理解がないという訴えも

あるので、退院後の周囲の人の理解と支援への対応策は

必要である。特に妊娠中に母乳育児について、家族や周
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図 1　母親にとっての母乳育児の体験

自分の力で育てた満足感・有能感

時間感覚身体感覚

身体を直接触れ合うことで子ど

もへの愛情が高まる

一緒にいる時間が長いことによ

って子どもとの関係が深まる

幸福感・楽しい・楽にできる

愛情の深まり

母親としての自信と母子関係の深まり



囲の人からの支援は少なく、家族への働きかけも今後必

要であると考えられる。「健やか親子 21」にも退院後の

母子の支援の重要性について指摘されており、母乳育児

には地域ぐるみで取り組むことが必要である 19）。また

母乳育児成功のための 10 か条においても「母乳で育て

る母親のための支援グループ作りを助け、母親が退院す

るときにそれらのグループを紹介する」とあり、地域で

の支援は今後ますます求められるであろう。

Ⅴ．まとめ

母乳育児支援をうけ、母乳育児を体験した母親の支援

の評価や母乳育児の体験の意味を検討した。母乳育児支

援では妊娠中からの支援が有効であり、入院中は出産直

後から、頻回に授乳をすすめられたことや、何度も見に

来て、直接授乳方法を指導してくれたことを評価してい

た。また母乳育児の体験は、子どもへの愛情の深まりを

感じ、母親としても有能感を感じていることがわかった。

しかし、地域や周囲の人の支援については十分でなく今

後検討していく課題と考えられた。
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Ⅰ．はじめに

近年、体外受精や顕微授精の発展に伴い、多胎妊娠

率は増加しており、1996 年には、出産千に対し 9.3 で

あったが、2005 年には 11.8、2006 年には 11.6 と増

加している 1）。岐阜県においても、多胎児出産は増加し

ており、出産千に対し 2005 年には 13.3、2006 年には

14.8 と全国平均を大きく上回っている 2）。妊娠期には、

異常の発生率も単胎妊娠に比べ高く、ハイリスク妊娠と

して注意が必要であり、周産期死亡率も単胎に比べると

高い 3）。さらに、多胎妊婦は、単胎の場合と比較すると、

妊娠期から不安が高く、育児期には、多胎児の育児の大

変さから 4，5）、心身ともにストレスが高くなり 6）、育児

に対する不安も高まる 7）と言われている。多胎妊婦と

その家族は、経済的な負担や、不十分な公的支援、多胎

児情報の乏しさ、育児が忙しいことによる身体面での負

担やストレスによって、精神面に関しても負担が重なる

などの悩みを抱えていると報告されており 8）、これらが

多胎児家族のストレスや不安を増強させている。

近年、育児期をはじめ、多胎妊婦同士が交流を求める

割合は高く 9）～ 12）、多胎児のサークル活動も盛んに行わ

れるようになってきた。病院で行われる多胎妊婦教室も

徐々にみられ、多胎妊婦のニードも高い 13，14）が、地域

が主体となって開催する、多胎妊婦とその家族を対象に

した教室はまだ少ない。

岐阜県の多胎児支援の動向として、2006 年に「ぎふ

多胎ネット」が発足したが、これは、妊娠期からの多胎

児家庭へのアプローチの必要性から、多胎育児経験者（支

援者）が、行政職・医療関係者・研究者とネットワーク

を組み、支援するという趣旨のもと設立された組織であ

る。主な活動は、多胎児サークルの運営に関する情報交

換、各自治体での多胎児家庭への支援の情報提供、サー

クルのない地域への支援、多胎児家庭への訪問・妊婦訪

問・病院訪問などである。この組織は、岐阜県内の多胎

児サークルで構成されているが、その内 1 つの多胎児

サークルメンバーが行ってきた多胎妊婦に対する病院訪

問が発展し、本報告での多胎児教室開催が取り組まれる

ようになり、この取り組みにサークルメンバーも協働し

ている。

このように、支援は活発になってきたが、多胎分娩件

数が増加している一方、地域による取り組みが様々であ

り、妊婦にとって十分な支援に至っていない地域もある。

岐阜県においては、多胎児の出生数は地域差が大きく、

市町村毎に多胎児サークルを作ることや、市町村単位で

の支援はより難しくなっている 15）。多胎児支援は、本

学の共同研究として、以前より取り組んでおり、妊婦と

その家族のストレスや不安が増強しやすいという課題に

対して、ストレスと不安が増強せず、育児期を迎えるこ

とができることを目的とし、情報提供の方法や交流の場
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〔報告〕

妊娠期から地域・病院・多胎児サークルが協働して行う多胎児支援

名 和   文 香 1 ）    服 部   律 子 1 ）    布 原   佳 奈 1 ）    宮 本   麻 記 子 1 ）   
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2） 岐阜県立看護大学 地域基礎看護学講座 Community-based Fundamental Nursing, Gifu College of Nursing
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をどのように設けるかについて、行政と医療機関、多胎

児サークルで話し合いがもたれてきた。その中で、行政

とサークルが協働して行う支援の重要性 16）が明らかに

なり、共同研究者の保健師が所属する A 市保健センター

が主体となって、2005 年に、多胎児教室である「双子

のプレママパパ教室」を開催し、行政、医療機関、多胎

児サークルが連携した取り組みが始まった。そこで、今

回、多胎児教室開催の経緯と取り組み、その協働体制

について検討した。また、多胎妊婦とその家族に対して、

多胎児教室に対する意見を質問紙にて調査し、今後の多

胎児教室のあり方について検討したので報告する。

 

Ⅱ．「双子のプレママパパ教室」開催の経緯

1．開催までの経緯と年次毎の取り組み、および協働体

制

岐阜県の、B 保健所が管轄する 3 市（A 市を含む）と、

C 保健所が管轄する 2 市（A 市の近隣）の計 5 市は、D

地区と呼ばれており一つの医療圏である。A 市は、5 市

の中で中核を担っている。本学は、D 地区の周産期医療

の中核病院である E 病院と共同研究を進める一方、多

胎児サークルのネットワーク構築に取り組んできた。そ

の頃、D 地区で活動していた多胎児サークルのメンバー

が、E 病院に入院中の多胎妊婦を訪問し交流を図るよう

になった。これは、サークルメンバーがピアサポーター

の役割を担い、妊娠中や育児期の経験談などを話すこと

によって、イメージ作りを図ること、サークルなどの宣

伝も兼ね、育児期における孤立化を防ぐといった意図が

あった。さらに、多胎児サークルは A 市保健センター

から、サポートを受けており、行政と医療機関、多胎

児サークルが連携し、A 市保健センターが主体となって、

多胎妊婦とその家族を対象とした多胎児教室を試みるこ

とが計画された。この教室では、主に、妊娠や分娩、育

児をイメージできること、多胎妊婦同士や家族の交流を

図ること、情報交換や悩みなどの共有、ストレスの軽減

を目的としている。また、E 病院の助産師、本学教員も

アドバイザーとして参加することになった。多胎児教室

は、年に 2 回開催しているが、参加者は妊娠中に 1 回

参加している。

平成 17 年度（1 回開催、1 回目）：岐阜県では、多胎

妊婦を対象とした教室、さらに、その家族を対象にした

教室は、未だ前例がなかったため、開催に向けて、A 市

保健センター保健師と E 病院助産師・看護師、多胎児サー

クル、本学教員が開催についての周知方法、運営方法、

プログラム内容、役割について話し合った。周知方法に

ついては、A 市保健センターが管轄する A 市のみならず、

他の 4 市の保健センターにも呼びかけ対象者を募った。

方法として、母子手帳配布時や妊婦健診時に、個別に案

内をするようにした。運営に関しては、A 市保健センター

が主体となり会場設営に当たった。プログラム内容や役

割については、個々の専門を活かしたアドバイスができ

るようテーマを決め、できるだけ多くの情報が正確に伝

わるよう工夫した。また、該当する参加者がいる市の保

健師も参加した。

平成 18 年度（2 回開催、2 ～ 3 回目）：前年に行った

教室は、対象者からの反響も大きく、教室の必要性が再

認識されたため、年に 2 回の開催を試みた。前年と同様、

A 市保健センターが中心となり、D 地区の保健センター

と協力し参加を促した。また、プログラム内容は前年と

変更はなく、運営については、前年通り協働し D 地区

保健センターの保健師と情報交換を行った。

平成 19 年度（2 回開催、4 ～ 5 回目）：引き続き、A

市保健センターが中心となり、教室を 2 回開催した。プ

ログラム内容と運営については前年と同様であった。し

かし、教室開催の中心となる、A 市保健センターが管轄

する A 市の対象者の参加が全くなかったため、教室を

開催してきたメンバーと、B 保健所および C 保健所、5

市の保健センターで検討会を設けた。その結果、教室の

開催や運営に当たっては、単独の市町村だけでなく、広

域の市町村が協力し支援を行っていく必要があるという

意見で一致した。今後は、B 保健所が中心となり、広域

の多胎妊婦とその家族を対象とすること、開催場所は 5

市で持ち回り制とし、それぞれが協力し合い開催してい

くことになった。

2．教室の趣旨

趣旨は、以下の 3 点である。

1）妊娠中から、分娩や育児など正しい情報を得てイメ 

ージすることができる。

2）多胎妊婦同士、また家族の交流を図り、情報交換や

悩みなどの共有、ストレスの軽減につなげることが

できる。
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3）地域・病院やサークルが協働し、地域全体で多胎児

支援を行うことによって、情報を共有でき、いろい

ろな角度から支援することができる。

3．教室開催の時期と日程

年に 2 回とし、夏（6 月頃）と冬（12 月頃）に行った。

開催の曜日は、土曜日または日曜日とし、時間は、午後

で約 1 時間半から 2 時間以内とした。

4．参加スタッフ

参加したスタッフは、A 市保健センター保健師、E 病

院助産師・看護師、D 地区保健センター保健師、B 保健

所保健師、多胎児サークルメンバー、本学教員であった。

5．教室のプログラム

以下のプログラムに沿って運営した。

1）教室の趣旨と今後の支援についての説明（保健師）

2）自己紹介（参加者全員）

3）妊娠中の日常生活の過し方、分娩と入院生活の説明

（病棟助産師、本学教員）

4）育児・授乳・沐浴などの工夫についての説明、多胎

児サークル紹介と育児体験（多胎児サークル）

5）教室終了後、交流会と質疑応答（参加者全員）

平成 17 年度から 19 年度の計 5 回の教室は、上記の

プログラムに沿って開催した。教室運営の流れは、A 市

保健センター保健師または B 保健所保健師が、司会進

行を行い、教室を取りまとめた。その際、教室開催の目

的と意義について説明した。教室の始めには、スタッフ

と参加者全員が自己紹介を行い、参加者から、現在心

配なことなどを聞きながら、話しやすい雰囲気を作った。

その後、本学教員が、多胎妊娠の概要と、妊娠中の日常

生活の過ごし方、育児期の過ごし方などについて、手

引きに沿って説明し、E 病院助産師は、分娩や入院生活

など、病院で実際に行われている様子を具体的に説明し

た。多胎児サークルは、紙芝居形式で、サークルが行っ

ている活動や、育児期の工夫点や、エピソードなどを話

し、参加者からは色々な質問が出てきた。最後に、プレ

ママ、プレパパに分かれ、それぞれサークルのママパパ

先輩から、経験談を聞いたり質問する時間を設けた。

6．教材

本学で作成した冊子「ふたごの妊娠・分娩・育児の手

引き」を教材として使用した。教材の内容は、多胎妊娠

の概要、多胎育児の概要、体験談、アンケート調査結果、

サポートシステムの紹介などである。

Ⅲ．方法

1．調査対象および調査方法

「双子のプレママパパ教室」に参加した妊婦およびそ

の家族に対し、質問紙調査を行った。この質問紙は、A

市保健センターが、参加者の教室に対する意見を参考に

するために作成したものであり、研究として報告するこ

との了解を得ている。参加者には、教室終了後に配布し、

その場で記入してもらい回収した。

2．調査内容

調査項目は、「育児において、夫以外の協力が得られ

るか」（多項選択法）、「育児における夫以外の協力者」（無

制限複数選択法）、「教室の開催を知ったきっかけ」（多

項選択法）、「教室に参加した満足度」（評定法）、「知り

たい内容は含まれていたか」（多項選択法）、「将来サー

クル活動に参加したいか」（2 項選択法）、「教室後の交

流会についての意見・感想」（自由記述法）、「行政やサー

クルへの意見・要望」（自由記述法）等である。

分析方法は、選択法の回答は単純集計を行い、自由記

述法は記述内容にしたがって分類した。調査期間は、平

成 17 年 12 月～平成 19 年 12 月であった。

3．倫理的配慮

本取り組みは、本学の研究倫理審査部会での承認を得

ている。研究として報告することの了解については、自

由意思であること、個人は特定されないことなどについ

て、文書を用い説明し、同意書の提出により同意の有無

を確認した。また、A 市保健センターと質問紙のデータ

を共有するためにコピーを取り、データは大学研究室内

で保管および処理した。

Ⅳ．結果

1．対象の概要

「双子のプレママパパ教室」の参加者は、47 名（妊婦

26 名、夫 19 名、祖母 2 名）であった。教室参加人数

の内訳は、平成 17 年度（1 回開催）：妊婦とその夫 9 組、

妊婦とその祖母 1 組の計 20 名、平成 18 年度（2 回開

催）：妊婦とその夫 6 組、妊婦とその祖母 1 組、妊婦の

み 4 名の計 18 名、平成 19 年度（2 回開催）：妊婦とそ

の夫 4 組、妊婦のみ 1 名の計 9 名であった。回収率お
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よび有効回答率は、妊婦が 26 名（100%）、夫が 15 名

（78.9%）、祖母が 1 名（50.0%）であった。

回答者の年齢は、妊婦は、20 代が 9 名（34.6%）、30

代が 17 名（65.4%）、夫は、20 代が 2 名（13.3%）、30

代が 8 名（53.3%）、不明が 5 名（33.3%）、祖母は 50

代が 1 名（100%）であった。

妊娠週数は、12 ～ 32 週（n=26）であった。

育児の協力者について、「育児において、夫以外の協

力が得られるか」という質問は、妊婦の 26 名中、25

名が【得られる】と回答していた。また、「育児におけ

る夫以外の協力者」は、12 名（48.0%）の妊婦が【実

父母】【義父母】の両方と回答していた。（図 1）

2.「双子のプレママパパ教室」について

「教室の開催を知ったきっかけ」は、妊婦の多くが、【保

健センターからのチラシ】【病院で勧められた】と回答

しており、夫の多くは、【妻に誘われた】と回答していた。

（表 1）

「教室に参加した満足度」は、参加者のほとんどが、【期

待通り】か【まあまあ期待通り】と回答していた。（図 2）
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表 1　教室の開催を知ったきっかけ　　　　　  （ｎ＝ 42）

内容 妊婦 夫 祖母 （人数）
保健センターからのチラシ 13 3
病院で勧められた  7 2
保健センターからのチラシ  4
および病院で勧められた
市役所で紹介された  1 1
多胎児サークルからの紹介  1
妻に誘われた 8
娘に誘われた 1
未回答 1

表 2　教室後の交流会についての意見・感想　　（ｎ =42）
（妊婦）                    人数
いろいろな話が聞けて良かった 8
実際に育てられた方のアドバイスが心強かった 3
先輩ママやパパの話が参考になった 3
今までより少し不安がなくなり、「どうにか育てていけそ
うだなぁー」という気持ちになった 1

産む前にいろいろな心がまえができて、良かった 1
とても楽しかった 1
普通の母親学級では、単胎のことしかわからなかったので、
大変さもわかったが、現実的に考えられるようになった 1

双子のお母さんお父さん、専門機関の方のお話がとても役
に立った 1

もっと多くの情報（時間もないので、レポートにまとめた
ものをいただけたりすると嬉しい）が得られたら良い 1

覚悟はしていたが、生の声を聞いて思っていた以上だった 1
妊娠中のママだけの限定の方が話しやすいのではないか？ 1
未回答 4

（夫・祖母） 人数
体験された方の生の声が聞けてとても参考になった 7
出産、子育てに対してあらためて妻に協力しようと思った 2
なんとかなりそうな気がした 1
男性の場合の話が聞くことができて良かった  1
双子ならではの話も聞くことができて良かった 1
未回答 4

実父母・義父母,

48%
実父母, 32%

義父母,

12%

その他, 4%

実父母・義父母・

その他, 4%
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図 1　育児における夫以外の協力者   

図 2　教室に参加した満足度

図 3　知りたい内容は含まれていたか



「知りたい内容は含まれていたか」という問いは、参

加者のほとんどが、【ほぼ含まれていた】か【大体含ま

れていた】と回答していた。（図 3）

「疑問や不安は解消されたか」という問いは、妊婦で

は、【解消された】が 22 名、【解消されていない】が 1 名、

未回答が 3 名であった。夫と祖母は、全員が【解消された】

と回答していた。

「教室後の交流会についての意見・感想」は、回答者

の多くが、交流会での話は参考になったと回答していた。

（表 2）

3．サークル活動について

「将来サークル活動に参加したいか」という問いは、

妊婦の多くは、【参加したい】と回答していたが、夫は、【特

に考えていない】という回答も多くみられた。（図 4）

4．行政やサークルへの意見・要望

妊婦、夫ともに経済的支援についての要望が多くみら

れた。（表 3）

Ⅳ．考察

1．行政との協働による多胎児教室開催

多胎妊婦とその家族を対象にした多胎児教室は、全国

的にもまだ少なく、岐阜県においては、本報告で紹介す

る「双子のプレママパパ教室」のみである。今回、「双

子のプレママパパ教室」を開催していく中で、行政、医

療機関、サークルが協働して多胎妊婦とその家族を支援

する必要性、多胎妊婦のニーズや多胎児教室の重要性が

浮き彫りとなった。その中でも、教室開催にあたり、で

きるだけ多くの参加者を集めることが大きなポイントで

あった。教室開催に向け、A 市保健センターが、近隣の

4 市に呼びかけ、それぞれの保健センターが協力し、参

加者を募った。A 市のみで対象者を募ったのであれば、

これほど参加者は集まらなかったと考えられる。現在、

多胎妊婦は増加傾向にあるが、岐阜県内の市町村単位で

みると、年に数例であり、ばらつきもある。したがって、

それぞれの市町村で、定期的に教室を開催するのは、な

かなか難しい。しかし、いくつかの市町村が協力し、参

加者を募ることによって、参加者が確保でき、教室を開

催することが可能になる。このように、行政同士が情報

を共有し、協力し合いながら、支援を行うことが重要で

あろう。

また、教室開催 3 年目には、A 市からの参加者が全く

いなかったため、A 市保健センターが主体となって行う

教室のあり方について、疑問の声が上がった。そこで、

A 市を管轄する B 保健所が取りまとめ役となり、A 市を

含める 5 市で構成される D 地区の多胎児支援の方法につ

いて、話し合う機会が設けられた。結果、今後も教室の

開催は継続し、D 地区が一つの単位となって教室を続行
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表 3　行政やサークルへの意見・要望　　　　　（ｎ =42）

（妊婦） 人数
末永い交流  1
行政で出産について改善してほしい  1
妊娠、出産にも保険が適用されるようになってほしい  1
どうしても人手がいない時に、面倒を見てくれる（ボラ
ンティア）サークルが近くにあるといい  1

必要となる分の費用等を少し安くしてほしい  1 
情報交換の場があると楽しい  1
いろいろな不安が少しでも解消されるように情報がいつ
でも得られること  1

子どもの医療費無料の年齢を引き上げてほしい。保育園
の数をふやしてほしい  1

子どもにかかるお金を市でもっと負担して欲しい、妊娠
中にも、家事の手伝いをしてくれる人がいて欲しい  1

こんなこと聞いても大丈夫かな？と思うようなことも、
気軽に聞けるような雰囲気がある機会が、たくさんある
と嬉しい

 1

初めての出産なので、まだよく分からない  1
今のところ特にない  1
未回答 14

（夫・祖母） 人数
特にまだ考えていない  3
双子の経済的支援制度  1
少子化対策に多胎出産へのメリットを加えて欲しい  1
育児サークルの充実や、職場での育児保障の環境を充実
してもらう  1

このようなイベントが他にもあるとよい  1
色々な費用、サービス等の情報が欲しい  1
少子化が進行しているので、行政が少しでも子育てしや
すい環境（金銭的）を整えて欲しい  1

未回答  7

（n=41）

2

1

4

19

1

6

8

0 5 10 15 20 25 30

未回答

どちらでもない

特に考えていない

参加したい

妊婦 夫

（人）

図 4　将来サークル活動に参加したいか



することになった。また、D 地区それぞれの保健センター

が持ち回り制で開催していくことになり、その際、A 市

保健センターがモデルとなり、アドバイザーの役割を担

うことになった。したがって、B 保健所および C 保健所

が管轄する 5 市が一つの単位となって、教室が開催さ

れることにより、参加者の確保と、保健センター同士の

頻繁な情報交換の実施につながった。D 地区の 5 市は一

つの医療圏であり、従来から B 保健所、C 保健所が母子

保健対策における医療・地域の連携体制をすすめてきた

ことがこの土台としてあり、また、教室対象者である多

胎妊婦の多くが、D 地区の周産期医療の中核病院である

E 病院で出産することから、E 病院助産師を加えて、5

市が一つの単位となって教室開催することに至った。

次に、教室開催に向けての取り組みには、行政、医療

機関、サークルとの協働が不可欠であった。以前より、

A 市保健センターからのサポートを受け、E 病院病棟へ

の訪問を行っていた多胎児サークルの活動が、教室開催

のきっかけとなったが、多胎児サークルより、行政へ投

げかけられた多胎児支援の重要性やニーズが、教室開催

を実現可能にした。それぞれのスタッフが専門とする分

野を活かしながら、多胎妊婦とその家族を捉え、関わる

ことによって、よりニーズに沿った支援が可能になった。

服部ら 17）が、岐阜県の市町村と多胎児サークルを対

象に行った研究では、多胎児サークルが望む行政の多胎

児支援として、「保健師の助言」、「妊婦への関わり」、「育

児相談」などが挙げられており、さらに、「行政と協働

して支援に取り組みたいが、行政からの協力が得られな

い」ことが挙げられている。その一方で、行政が多胎児

支援をしていくうえで困っていることとして、「多胎児

支援に関する情報や支援のための知識が少ない」などの

保健師自身の情報不足が挙げられている。また、行政と

して、多胎児サークルの支援については、対象者が少な

くとも、支援の必要性があると認識していた。このよう

な課題がある中、今回の教室では、行政とサークルの協

働が実現し、それぞれのスタッフが専門性を発揮できる

場であると同時に、多胎妊婦とその家族のニーズを捉え

た教室であったと言えよう。さらに、教室を重ねていく

うちに、スタッフの知識も得られ、サークルから行政へ

の意見や要望を伝えやすくなり、スタッフ間の風通しも

良くなっていった。

以上より、地域が基盤となって行う多胎児教室などの

支援は、対象者にとって、自分が住む地域には、いつで

も相談したり話を聞いてもらうことができる場所がある、

という安心感につながっていると考えられる。一組一組

の多胎妊婦とその家族に寄り添った支援を行うには、行

政、医療機関、サークルなどがあらゆる方面から働きか

けることも大切であるが、これらがお互いに情報を共有

し合い、協働し支援することで、より、きめ細かい支援

へとつながるであろう。

2．参加者の教室に対する意見、および教室の有効性

参加者が、「教室の開催を知ったきっかけ」は、【保健

センターからのチラシ】が最も多かった。これは、A 市

保健センターから他の 4 市の保健センターへの呼びか

けにより、それぞれの保健センターが参加者を募ったた

めである。また、妊婦健診の際に、病院スタッフが紹介

したことから、【病院で勧められた】と回答した妊婦も

多かった。このように、できるだけ紹介する場や機会を

設けたことが、より多くの妊婦への周知につながった。

夫の回答では、【妻に誘われた】が最も多かったが、妊

婦と夫 1 組での参加が多かったことからも、妊婦のみ

ならず夫も、多胎妊娠や育児についての情報を得るこ

と、質問をする機会や場を望んでいたと考えられる。し

たがって、今後も、保健センターと病院、またサークル

が協力して案内を工夫し、できるだけ、多くの参加者が

集まるよう、さらに、妊婦と夫 1 組で参加できるよう、

日程調整をしていくと良いだろう。

「教室に参加した満足度」については、参加者のほと

んどが、【期待通り】か【まあまあ期待通り】と回答し

ていた。「知りたい内容は含まれていたか」という質問

には、参加者のほとんどが、【ほぼ含まれていた】か【大

体含まれていた】と回答していた。また、「疑問や不安

は解消されたか」という質問は、ほとんどの妊婦と、夫・

祖母全員が【解消された】と答えていた。この教室のプ

ログラムは、参加者同士、さらには参加者とスタッフが

顔見知りになり、いつでも支援できる体制があると知っ

てもらい、安心し妊娠生活を過ごし育児期を迎えてほし

い、という目的がある。また、教室に参加し、日常生活

や、多胎妊娠に多いハイリスク管理や入院生活、育児期

の具体的な過ごし方や工夫などの体験談を聞くことに

よって、イメージができ、またそのイメージが具体化す

  

岐阜県立看護大学紀要 第 9 巻 2 号 , 2009

— 40 —



るという効果が期待される。特に、当事者であった、既

に育児期にある多胎児サークルメンバーからの体験談は、

参加者が、本、雑誌、テレビやインターネットから得た

知識や情報を、より具体化し、イメージしやすくする利

点がある。妊娠期において、妊婦のみならずその家族は、

育児のイメージがなかなか出来ず、育児の予想がしにく

い 18）と、言われているように、今後も、専門職からの

知識や情報提供、多胎児サークルからの体験談などを組

み入れて行っていくとよいだろう。 

「教室後の交流会についての意見・感想」は、【色々な

話が聞けて良かった】【生の声が聞けて参考になった】

という意見が多くみられた。また、体験談や具体的な情

報やアドバイスが参考になったという意見も多くみられ、

教室のプログラムの最後に、和気あいあいと話す機会を

設けたことは、よりイメージの具体化につながっている。

他の回答で、【妊娠中のママだけの限定の方が話しやす

いのではないか ?】という少数意見もみられた。これは、

交流会に、先輩ママパパやスタッフも一緒に参加してい

たため、妊婦同士で交流する場面があまりなかったため

だと考える。体験談や色々な情報を得ることも大切であ

るが、妊婦同士の交流によって、友達づくりにも期待で

き、励まし合い、支え合う関係もできるであろう 19，20）。

したがって、今後、妊婦同士が交流できる時間を設ける

と良い。

「将来サークル活動に参加したいか」という質問は、

妊婦ではほぼ 7 割、夫ではほぼ 5 割が【参加したい】

と回答しており、【特に考えていない】と回答した夫も

ややみられた。多胎児サークルに限らず、育児サークル

への参加は、女性の方が活発である傾向もみられ、男性

は仕事で参加しにくい 21）ことや、サークルは女性が集

うものと考えている男性も多いかもしれない。しかし、

比較的、【参加したい】と回答した夫が半分以上みられ

たことは、この教室が動機づけになり、育児への関心が

高くなっていると考えられる。

「行政やサークルへの意見・要望」は、経済的支援が

多く挙げられていた。実際、単胎と違って、経済的負担

は大きく、忙しい生活リズムなどによって、育児に必要

なものも違う。また、経済的な負担感の声も多く上がっ

ている 22）。現在、少子化対策で様々な公的サービスや

経済支援がなされているが、多胎児支援に特化するもの

はない。したがって、できるだけ多く、このような意見

を行政が吸い上げていく必要がある。

以上より、参加者からは、前向きな意見が多くみられ

た。したがって、教室の必要性が浮き彫りとなり、今後

も継続していくことが重要であると示唆された。

3．今後の課題

今回、取り組んだ多胎児教室は、年に 2 回行ってお

り、対象者にとっては、出産までに 1 回参加できるか、

または、参加できない場合もある。そのため、その後の

経過を把握するためには、妊娠中に行う多胎児教室での

支援に留まらず、継続した支援を行っていくことが課題

である。また、参加できなかった場合のフォローも考え

る必要があるだろう。現在、多胎児家庭や病院への訪問

など、多胎児サークルによるピアサポーターの活動が活

発になり、多胎児家族や多胎妊婦を支えている 23）。こ

うした取り組みから得られた情報を、対象者の同意を得

て、行政や医療機関と共有し、妊娠期から育児期にかけ

て、地域が主体となり、一連のフォローを行うことが重

要である。

Ⅴ．まとめ

行政と医療機関、多胎児サークルが連携し、地域全体

で多胎児支援に取り組んできた経過を振り返るととも

に、多胎児教室の取り組みとその協働体制について考察

した。また、多胎妊婦とその家族の教室に対する意見に

ついて調査した。教室の開催に当たっては、対象人数が

少なく、単独の市町村のみで開催することは難しいため、

保健所が管轄する単位で開催することが重要であると考

えられる。また、行政と医療機関、サークルが協働して

開催することにより、情報の共有ができ、参加者にとっ

ては、より具体的な情報が伝わり、多胎妊娠と育児のイ

メージもしやすくなることが裏付けられた。今後、多胎

児教室での支援に留まらず、育児期まで一連のフォロー

を行うための協働体制について、検討する必要がある。
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Ⅰ．はじめに

母乳育児推進については健やか親子 21 でも謳われて

おり我が国の保健医療政策としても重要な課題である 1 ）。

母乳育児をすることの利点は、児にとっては感染防御、

アレルギーの予防、SIDS の発症率の低下等があり、母

親にとっては産後の子宮復古の促進、乳がん、卵巣がん

の罹患率の低下、産後うつ病の減少等があり、また社会

的には医療機関への受診、薬、検査、入院の費用が減る

ことが明らかにされている 2）。健やか親子 21 では “出

産後 1 ヶ月時の母乳育児の割合が増加傾向になること”

が評価指標とされている 3）が、ベースライン 44.8% に対

し中間評価においても 42.4% であり改善されていない 4）。

96% の妊婦が母乳で育てることを望んでいるにもかか

わらず、実際には約半数の母親しか実現できていない 5）

ため、さらなる取り組みの推進が求められている。

2007年には、妊産婦や子どもに関わる保健医療従事者

を対象にした “授乳・離乳の支援ガイド”（厚生労働省）6）

が策定され、望ましい支援のあり方に関する基本的事項

の共有化が図られようとしている。一方、堤ら（2007）7）

が行った保健師、助産師、看護師、保育士を対象とした

母乳育児に関する意識調査では、母乳育児に全面的に賛

同はできないという回答が保健師に多かったと報告され

ている。母親が望む母乳育児が実現できるように施設、

地域、職種を越えた妊娠期から退院後まで継続した支援

が必要であるが、退院後の有力な支援者である保健師に

よる母乳育児支援についての報告は少ない。

そこで、保健師による母乳育児支援の方針、援助内容

および困ったことを明らかにし、よりよい支援を検討す

ることを本研究の目的とした。

Ⅱ．方法

対象：A 県の保健センター 95 施設および保健所 11

施設における母子保健事業の担当保健師。

調査時期：2007 年 8 月～ 9 月

調査方法：郵送法による自記式質問紙調査。各保健所

が刊行している公衆衛生に関する統計報告書に記載さ

れていた就業場所別の就業保健師数を参考に、その半数

程度が母子保健事業の計画立案に関わっていると推測し、

調査対象となる保健師は 280 名弱と算出した。施設の

母子保健事業担当の代表者あてに依頼文を送付し、母子

担当の保健師に回答してもらうように質問紙および返信

用封筒については前述の推測に基づき複数部、同封した。
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保健師による母乳育児支援の実態調査

－支援の方針・援助内容・困ったことに焦点をあてて－

布 原   佳 奈 1 ）    服 部   律 子 1 ）    名 和   文 香 1 ）    武 田   順 子 1 ）

宮 本   麻 記 子 1 ）    谷 口   通 英 1 ）    両 羽   美 穂 子 2 ）    坪 内   美 奈 3 ）

Report of Breastfeeding Support by Public Health Nurse:

Their Policies, Contents and Difficulties

Kana Nunohara1 ） ,  Ritsuko Hattori1 ） ,  Fumika Nawa1 ） ,  Junko Takeda1 ） ,  
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予備を含めて質問紙を計 280 枚郵送し、回答は個別に返

信用封筒に入れてもらい回収した。なお同年 10 月に上

記 106 施設に対し、調査協力のお礼および督促を行った。

調査内容：母乳育児支援の内容として、妊娠期におけ

る授乳に関する指導（①母乳・混合・人工乳を選択する

のは母親なので母乳を勧めるのではなく母親の意向に沿

うようにしている、②母乳のメリットを説明し母乳を希

望するように支援している、③食事バランスや禁煙など

生活全般の指導はしているが母乳育児推進を意識してい

ない、④その他の 4 択式）、母乳育児を希望している母

親に対する育児期における具体的な援助（①授乳に関す

る援助、②日常生活に関する援助、③精神的な援助、④

家族への援助に分けて自由記述）、人工乳の補足につな

がる判断基準（①児側の要因、②母親側の要因、③授乳

状況、④その他に分けて自由記述）について回答を求め

た。また、保健師が母乳育児支援を行う中で困ったこと、

大切にしていることについて自由記述を求めた。

分析方法：4 択式については単純集計を行った。自由

記述についてはカテゴリー化し、カテゴリーごとに単純

集計した。

倫理的配慮：研究協力は自由意思によるものであるこ

と、研究協力しなかった場合も不利益はないこと、個人

や地域が特定されない形にまとめて学会等で公表するこ

とについて文書で説明し、質問紙の返送をもって研究協

力の意思を確認した。なお本研究は本学倫理審査部会で

承認（承認番号 1920）を受けている。

Ⅲ．結果

1．対象者の背景

280 枚の質問紙を送付し、57 名から回答を得た。す

べて有効回答であった。得られた回答数は質問紙の送付

数の 20.4% となるが、対象者に実際に配付された質問

紙の数を特定していないため、この数値をもって回収率

とすることはできない。

保健センターに所属する保健師は 54 名、保健所に所

属する保健師は 3 名であった。保健師経験は 3 年未満

が 9 名（15.8%）、3 年以上 10 年未満が 26 名（45.6%）、

11 年以上が 21 名（36.8%）、無回答 1 名であった。母

子担当の経験年数は 3 年未満が 20 名（35.1%）、3 年

以 上 10 年 未 満 が 24 名（42.1%）、11 年 以 上 が 11 名

（19.3%）、無回答 2 名であった。

2．保健師による母乳育児支援の内容

1）妊娠期における授乳に関する支援方針

妊娠期における保健師の支援方針について、4 つの選

択肢から 1 つ選んでもらった結果、「①母乳を勧めるの

ではなく母親の意向に沿うようにしている」は 26 名、「②

母乳のメリットを説明し母乳を希望するように支援し

ている」は 16 名、「③母乳育児推進を意識していない」

は 3 名であった。④その他は 12 名であり、「母乳のメ

リットは説明するが、その対象に応じて人工乳で仕方が

ないという場合は無理に勧めていない」「地域に戻った

後、母親の心理的負担とならないように注意している」

等であった。

2）母乳育児を希望している母親に対する育児期におけ

る具体的な援助

育児期における具体的な援助としては、①授乳に関す

る援助については 43 名、②日常生活に関する援助につ

いては 40 名、③精神的な援助については 34 名、④家

族への援助については 18 名からの自由記述の回答があ

り、それぞれの記述内容は以下のようにカテゴリー化で

きた。

①授乳に関する援助：「抱き方、含ませ方などの授乳

方法」19 件、「授乳の間隔・回数」13 件、「母乳外来等

の紹介」12 件、「頻回授乳」8 件、「搾乳方法・保存方法」

8 件等であり、計 95 件の援助であった。

②日常生活に関する援助：「食事のバランスをとる」

が一番多く 31 件、「できるだけ休息をとる」22 件、「水

分摂取」10 件、「生活リズムを整える」8 件等で、計

77 件の援助であった。

③精神的な援助：「母親の訴えの傾聴」7 件、「母乳が

義務や負担になるならば人工乳を追加してもよい」7 件、

「支援者を確保し休息をとり無理をしない」6 件、「焦ら

ずゆったりした気持ちで過ごす」4 件、「ストレスをた

めない」4 件等であり、計 34 件であった。

④家族への援助：「育児・家事への協力」6 件、「母親

を追い詰めないように働きかける」4 件、「母乳のメリッ

トを伝える」3 件、「母親がゆったりとした気持ちで母

乳育児できる環境作り」3 件等であり、計 19 件であった。

3）人工乳補足の判断基準

保健師が人工乳を補足する必要があると判断する基準
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については、①児側の要因については 49 名、②母親側

の要因については 40 名、③授乳状況については 36 名

からの自由記述の回答があり、それぞれの記述内容は以

下のようにカテゴリー化できた。

①児側の要因：『児の様子』と『児の体重増加』に大

別され、前者は「機嫌」など 7 つのカテゴリー、後者は「発

育曲線にそっていない」など 5 つのカテゴリーに分類

された。その詳細は表 1 のようであった。

②母親側の要因：記述内容は「母親の意向」など 7

つのカテゴリーに分類された。その詳細は表 2 のよう

であった。

③授乳状況：『1 回あたりの授乳時間』と『1 日あた

りの授乳回数』に大別され、前者は「30 分以上」など

4 つのカテゴリー、後者は「10 回以上」など 6 つのカ

テゴリーに分類された。その詳細は表 3 のようであった。

3．保健師が母乳育児支援を行う中で困ったこと

母乳育児支援で困ったことについて自由記述があった

者は 35 名であった。一番多かったのは「児の体重増加

不良と思われる場合の母乳育児支援」で 25 件であった。

次いで「母親の母乳へのこだわりが強い時の対応」で 6

件であった。「施設の授乳・離乳食への指導方針との違い」

に関することが同じく 6 件であったが、その具体例は、

“病院で母乳指導を受けたが退院後、母乳育児に行き詰

まり泣きながら保健センターに相談する事例への対応”、

“離乳食の進め方に関する産科施設との見解の相違”、“児

の体重増加に関する助産院との指導内容の相違” などで

あった。また「家族に対する母乳育児支援」で困ること

は 3 件あり、“児が泣くので家族の勧めで母乳を諦める”、

“母乳は人工乳の子よりよく育つと言われて母乳を与え

ることが母親のプレッシャーになっている” などの例が

あった。「その他」は 10 件あり、“何となく不安だから

という理由で人工乳を補足しているケース”、“地域に

戻った後に継続してケアを受けられる場所がないなどの

社会的資源の不足” などが挙げられた。

4．保健師が母乳育児支援を行う中で大切にしていること

保健師が母乳育児支援で大切にしていることについ

て自由記述があった者は 26 名であった。「母親の負担

にならない範囲で母乳育児を支援している」が 16 件あ

り、母乳のメリットや母親の意向を踏まえつつ、そのこ

とが母親の負担になるようならば人工乳も補足するとい

う支援方法が一番多かった。次いで「母親の思いを傾聴

し、母親の意向にそって支援している」が 11 件、「困っ

たときの相談窓口を紹介している」が 3 件であり、育

児期における母乳育児支援の方針に関することが多かっ

た。この他、「母子健康手帳交付時、妊婦教室時など折

に触れて母乳の良さを伝えている」が 3 件、「母親への

栄養指導」が 2 件であった。
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表 1　人工乳補足の判断につながる児側の要因　   n =49

カテゴリー 件数
児の様子

機嫌 14
排泄の状態 13
脱水・皮膚の状態  8
睡眠状態  7
元気・活気  6
授乳間隔  2
その他  3

小計 53
児の体重増加 

発育曲線にそっていない 17
体重増加不良（特に基準値の記載なし） 13
体重増加 20g/ 日以下 13
体重増加 15g/ 日以下  5
体重増加 30g/ 日以下  2

小計 50

表 2　人工乳補足の判断につながる母親の要因         n=40

カテゴリー 件数
母親の意向 24
体調不良・疲労感 20
精神状態が良くない  7
日常生活が多忙  6
乳房緊満感なし  6
職場復帰など  4
乳管開通が少ない  2

計 69

表 3　人工乳補足の判断につながる授乳状況　     n=36

カテゴリー 件数
1 回あたりの授乳時間

30 分以上 13
40 分以上  2
60 分以上  4
授乳時間が長い（特に基準値の記載なし）  4

小計 23
1 日あたりの授乳回数

10 回以上  5
授乳回数が多い（特に基準値の記載なし）  4
12 回以下  1
9 回以下  1
6 回以上  1
こだわっていない  3

小計 15



Ⅳ．考察

1．保健師による母乳育児支援の内容について

1）妊娠期における授乳に関する指導について

母乳育児をすることは母子および社会にとっても利点

が大きく、健やか親子 21 において生後 1 ヶ月児の母乳

育児の割合が増加することが目標とされている 8）。“授

乳離乳の支援ガイド” によると、すべての妊婦やその家

族とよく話し合いながら、母乳で育てる意義とその方

法を教えることが推奨されている 9）。しかしながら今回

の調査結果では、妊婦への指導として約半数が「栄養方

法を選択するのは母親なので母乳を勧めるのではなく母

親の意向に沿うようにしている」（26 件）と回答してお

り、「母乳育児のメリットを説明し、母親が母乳を希望

するように支援している」（16 件）より多かった。妊婦

の 96% が母乳で育てることを希望しているが、その内

訳は、是非育てたい（43.1%）、出れば母乳で育てたい

（52.9%）であり 10）、母乳育児に対する思いの強さに差

が存在する。最終的に意思決定をするのは母親であるが、

母乳育児のメリットについて十分に情報提供し、母親の

モチベーションが高まるような働きかけが必要ではない

かと考える。  

保健師が母乳育児に対してやや慎重になる要因の 1

つとして、母乳育児支援で困ることとして挙げているよ

うに “退院後に母乳育児に行き詰まって泣きながら保健

センターに相談するケース” や、“母親が母乳で育てた

いと思っていても全く児の体重が増加していないような

ケース” など、母乳育児に苦労する母親や発育不良と思

われる児と日頃から接していることが考えられる。その

ため、保健師は母乳育児推進というよりまずは母親の育

児支援を第一義的に考え、母乳育児については母親の意

思を尊重した中立的な関わりが多かったと考えられた。

2）母乳育児を希望している母親に対する育児期におけ

る具体的な援助について

日頃、行っている援助で一番多かったのは、授乳に関

する援助であった。母乳分泌のメカニズムとして、児が

乳頭を吸啜する刺激によりプロラクチンやオキシトシ

ンといったホルモンの分泌が促進され、母乳の分泌が

良好になる 11）ため、含ませ方、抱き方の援助は重要で

ある。それらが不適切であると、①吸っているようにみ

えても体重増加につながらない状態、②吸啜刺激が十

分に得られず母乳分泌が促進されない状態および、③

浅飲みによる乳頭損傷につながる可能性がある。今回

の調査では、「抱き方、含ませ方といった授乳方法」に

関する援助が 19 件あり一定の評価をすることができる。

WHO/UNICEF による “母乳育児成功のための 10 カ条”

では、児が欲しがる時に欲しがるだけ授乳をすることを

提唱している 12）。「授乳の間隔・回数」の指導は 13 件あっ

たが具体的な回数の記述はみられずその良否を判断でき

なかった一方、「頻回授乳」との明確な回答も 8 件あり、

少数ではあったが評価できると考えた。

授乳に関する援助に次いで多かったのは、日常生活に

関する援助であった。特に育児期の母親の健康を守るた

めに重要な「食事バランス」、「休息の確保」についてが

多く、保健師は授乳に関する援助と日常生活に関する援

助を合わせて提供していることがわかった。家族への援

助として育児・家事への協力、母親を追い詰めないよう

に働きかけて母親が母乳育児しやすいような環境づくり

を心がける一方、精神的な援助として「母親の訴えを傾

聴」し、「母乳が義務や負担になるようであれば人工乳

の追加をしてもよい」と人工乳補足を保障するような関

わりがみられた。母親が思い詰めないようにとの配慮と

思われるが、人工乳や他の食物の補足は母乳育児の継続

を阻む因子の一つとなっている 13）ため、必要性につい

ては慎重に判断することが望まれる。

3）人工乳補足の判断基準について

①児側の要因

保健師は人工乳を補足する判断基準として、児側の要

因では児の様子および児の体重増加に着目していた。児

の様子については、「機嫌」、「排泄の状態」、「脱水・皮膚

の状態」、「睡眠状態」、「元気・活気」の順に多く挙げら

れており、全身状態から判断していた。生後早期の補足

適応は、「黄疸」「低血糖」「脱水」などが挙げられる 14）。

一番多く挙げられた児の機嫌に関していえば、母乳不足

だけが原因ではないため必ずしも人工乳補足の対象とは

ならないので他の状態と合わせて判断していく必要があ

る。

次に、児の体重増加についてであるが、発育曲線を利

用する方法と 1 日あたりの体重増加をみる方法が示さ

れていたが、後者の方法については明確な評価基準が示

されていない場合が多く、示されている場合でも一様で

  

岐阜県立看護大学紀要 第 9 巻 2 号 , 2009

— 46 —



はなかった。

発育曲線については、その根拠となった平成 12 年乳

幼児身体発育調査 15）において、対象となった児はすべ

ての栄養方法が含まれており、これについて近年、母乳

育ちの児の発育曲線は人工栄養を含む児とは異なるので

はないかという議論がある 16）～ 18）。今回の調査では人

工乳補足の判断について児側の状態としては「発育曲線

にそっていない」が一番多かったが、現在、母乳育ちの

児を対象とした発育曲線が開発されつつあるので、今後、

判断が変わる可能性がある。

次に体重増加であるが、1 日あたりの体重増加の指

標として UNICEF/WHO は生後 6 ヶ月までは 18g から

30g19）としているが、小児科の専門書では 1 ヶ月までは

30 から 40 ± 10g20）、30 から 40g21）、体重が出生時の

2 倍になるまでは 120g から 240g/ 週 22）、3 ヶ月までは

30g23）、25g から 30g24）などがあり、統一した見解はみ

られていない。また日増の算出方法には、①出生時体重

から算出する場合、②生理的体重減少による最低体重か

ら算出する場合 25 ～ 27）、③生理的体重減少を過ぎたころ

である退院時の体重から算出する場合 28）があり、それ

により同じ児でも日増の値が違ってくることになる。 

このように児の体重増加についてさまざまな指標および

算出方法が存在することも、今回の結果にばらつきが生

じた要因と考えられる。

水野ら 29）は母乳栄養児の体重増加不良に対する医療

者の認識はさまざまであることを指摘しているが、この

ような体重増加に関する評価の違いは母親を戸惑わせる

ことにつながりかねない。今後は、母乳育ちの児は特有

の発育をする可能性を考慮しながら、他職種の判断も参

考に母親の育児状況に合った最終的な判断を保健師がで

きるとよいと考える。

②授乳状況について

授乳にかかる時間・回数についてはさまざまであった

が、人工乳を補足する判断基準として授乳時間が長いこ

と、授乳回数が多いということでは共通していた。最近

の文献では児が離すまで吸わせてカロリーの高い後乳を

飲ませることが推奨されている 30）。この観点からいえば、

授乳時間が長いことが人工乳補足の基準となるとはいえ

ないことになる。また、授乳時間に時間がかかるのは適

切な吸着ができていないことが原因の場合もあると考え

られる。この場合には適切な抱き方、含ませ方の指導が

必要である。授乳回数についても、回数の多さは母乳分

泌の促進につながるため、人工乳に頼るよりもむしろ児

が欲しがる時に欲しがるだけ与えることが大切である。

③母親側の要因

母親側の要因の中で一番多かったのは、「母親の意向」、

次いで「体調不良・疲労」であった。郷 31）は母親が人

工乳の補足を始める理由は自分で（母乳が）出ないと感

じた、子どもが泣くからが半数あり、母親自身の自己判

断によると述べている。吉留 32）も人工乳を足した理由

として 80.3% の母親が “自分で少ないと判断した” と報

告している。母親の意向を尊重することは援助者として

重要な姿勢であるが、96% の妊婦が母乳を希望してい

たにも関わらず、人工乳の補足を自己判断するに至った

経緯について十分に検討し、母親の判断が適切かどうか

を確認し、母親が児の発育とあわせて、育児に自信をもっ

て判断できるように支援をする必要がある。

これらの母親の中には、実際は児が十分に母乳を摂取

しているにもかかわらず母親が母乳が足りていないと感

じる “母乳不足感” 33）も含まれている可能性がある。こ

の場合、不足しているのは母乳分泌ではなく母親の母乳

育児に対する自信である 34）。渡邉・上別府 35）は母親の

母乳分泌に対する主観的認知を支える心理的支援のニー

ズがあると述べている。“母乳不足感” の訴えがあって

も児の発育に問題がない場合には、母乳が足りないと感

じる理由を傾聴したうえで、新生児が十分母乳を飲んで

いるサイン 36）について家族を含めて情報提供し、家族

に支えられながら母親が安心して母乳育児に取り組める

ように支援する必要がある。

次に母親の体調不良・疲労のために人工乳を補足する

場合のリスクについて述べる。どのような栄養方法であっ

ても睡眠不足、疲労感は褥婦の 66.9% が訴えており 37）

非常に多くみられる訴えである。人工乳を補足すること

により授乳間隔が長くなり休息がとれる、瓶哺乳を家族

に手伝ってもらえるという利点がある半面、2 次的に母

乳分泌不全 38）が生じるリスクもある。2 次的に生じる母

乳分泌不全とは、人工乳を補足することで直接母乳の回

数・時間が減少し、それに伴い、乳頭刺激が不足するこ

と、および乳房から母乳が十分に取り去られないことで、

ますます母乳分泌が低下するという悪循環のことである。
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大澤 39）は産後 1 ヶ月時の疲労感は母乳栄養群も混合

栄養群も有意差がないことを報告しており、人工乳を補

足することが必ずしも疲労を軽減することにつながらな

い可能性がある。嶋岡・岸田 40）は母親は母乳育児を通

して眠れないというようなしんどさを感じながらも安心

感・信頼感という肯定感を抱き、自分にとってよかった

と評価していたと述べている。

これらのことから母乳で育てたいが疲労感の強い褥婦

に対しては、保健師が日頃行っている援助にあるように

家事を無理せずに「できるだけ休息をとる」、「家族へ育

児・家事への協力を求める」、「母親がゆったりとした気

持ちで母乳育児できる環境作り」をしていくことが重要

であると考えられる。そして児が短時間でたくさん飲め

るように適切な含ませ方・抱き方であるかを確認し、添

い乳など楽な姿勢のまま授乳できる方法の提案を行うな

ど、母親の疲労を最小限にしながら本人の望む育児がで

きるような支援が必要と思われる。

2．保健師が母乳育児支援をする中で困ったこと

母乳育児支援をする中で困ったこととして一番多く挙

げられたのは、児の「体重増加不良と思われる場合の支

援」であったが、これについての考察は「3）人工乳補

足の判断基準について」で述べたので省略する。

次いで多かったのは、「母親の母乳へのこだわりが強

い時への対応」であった。頻回授乳や適切な抱き方・含

ませ方をしても直接母乳で不足する場合、補足の第一選

択は搾母乳である。搾乳をすることで、児は直接母乳以

上に母乳を摂取でき、母親にとっても乳房を空にするこ

とは分泌促進につながる。それでも改善がみられない場

合には、次のような対応が考えられる。

まず、母親が母乳を強く希望する理由を確認し、残念

に思う気持ちに共感を示し、ここまで頑張ったことをね

ぎらう。そして母乳だけを続けることの児への影響につ

いて話し合い、与えられる母乳の多少にかかわらず児は

母乳の恩恵を受けていることを伝えて母親に自信をもた

せること 41）、母乳育児を長く続けることで児が摂取す

る母乳の総量は増えていくことを伝えること 42）が推奨

されている。母親の同意が得られたら、児がどのような

状態になるまで、どのように人工乳を補足するのか、そ

の方法とゴールを共有することが重要である。そして、

その間、直接母乳や搾乳を続けて母乳の分泌を維持・促

進できるように支援する必要がある。そして、目標とし

た体重に達した後には、母乳育児に戻ることができるよ

うに人工乳補足を減らしていくところまで継続した支援

が望まれる。

また、「施設の授乳・離乳食への指導方針との違い」

については、保健師だけでなく母親にとっても戸惑いに

つながりかねないため指導方針の違いが生じる原因と

なる考え方、エビデンスを確認する必要があると考える。

そして、先述の “授乳・離乳の支援ガイド” 43）を活用し、

施設においても地域においてもある程度一貫性のある継

続した支援が望まれる。

さらに、「家族に対する母乳育児支援」については、

家族からの母乳育児へのプレッシャーおよび人工乳補足

へのプレッシャーの両方があった。保健師が既に行って

いるように、家族が母親を追い詰めないように働きかけ

て母親がゆったりとした気持ちで母乳育児に取り組める

ような環境づくりをさらにすすめるとともに、家族が安

心できるように新生児が十分母乳を飲んでいるサイン 44）

について情報提供して母乳育児の支援者になれるような

働きかけが必要と考える。

3．保健師が母乳育児支援を行う中で大切にしていること

保健師が母乳育児支援を行う中で大切にしていること

として、一番多かったのは「母親の負担にならない範囲

で母乳育児を支援している」であり、次いで、「母親の

思いを傾聴し、母親の意向にそった支援をしている」で

あった。

母乳育児支援ではエモーショナルサポートが重要であ

り、専門職者は傾聴すること、そして背景にある真のニー

ズを察知し、それを引き出すことが求められている。

母子双方にとって利点の大きい母乳育児であるが、そ

のことが母親の負担になり育児がつらくなるようでは育

児支援につながらない。赤ちゃんにもお母さんにもやさ

しい母乳育児をめざして、母乳で育てたい母親に対して

は、その目標を変更するのではなく、可能であれば具体策、

支援方法を変えることで、母親が負担感を感じないよう

な母乳育児になっていく方向での援助が望まれる。

4．よりよい母乳育児支援をするために

1）保健師による母乳育児支援のポイント

①体重増加不良と思われる場合の支援

・母乳育ちの児の発育、健康状態について、保健師以外
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に支援している他職種の判断を把握、参考にし、母親

の育児状況に合った最終的な判断をする。

・緊急性がない場合は、頻回授乳、適切な抱き方・含ま

せ方、後乳が飲めるように児が自ら離すまで授乳する

ように指導する。

・医学的に補足が必要な場合、第一選択は搾母乳とする。

②人工乳補足について

・人工乳補足の必要があるが母乳へのこだわりの強い場

合は、母親の母乳へこだわる理由を確認しつつ、残念

に思う気持ちに共感し、ここまでがんばってきたこと

をねぎらった上で、どのように人工乳を補足するのか

その方法とゴールを共有する。そして、目標とした体

重に達した後は人工乳を減らすところまで継続して支

援することが望ましい。

・母乳不足感から母親が自己判断で人工乳を補足してい

る場合は、母親の思いを傾聴しながら、母親および家

族へ、新生児が十分母乳を飲んでいるサイン 45）につ

いて情報提供し、母親が児の発育とあわせて、育児に

自信をもって判断できるように支援をする。

③母親の疲労が強い場合の支援

・適切な含ませ方であるか確認し、添い乳など安楽な授

乳方法を紹介する。

・母親が心身の健康を保ち、ゆったりと母乳育児に取り

組めるように家族へ働きかける。

④一貫性のある継続支援

・“授乳・離乳の支援ガイド” 46）を活用し、地域と施設

で一貫性のある継続支援をする。

・多職種の集まる健診や健康相談の機会を活用し、互い

の母乳育児支援の実際について意見交換し、支援する

人・職種によって母親が混乱するような状況がないか

確認する。そして、目的を共有した多職種での継続し

た援助を実施する。

2）母乳育児支援のための保健師のスキルアップを図る

方策

①各市町村での母乳育児に関する相談状況（件数、内容）

の把握と “授乳・離乳の支援ガイド” 47）をふまえた上で

地区特性に応じた対応方針の検討をする。そして、OJT

により対応に困った事例等について援助方法を振り返り

検討する。

②エビデンスにもとづいた母乳育児支援の研修 

・既存の母乳育児支援の研修に保健師が参加しやすいよ

うな工夫をする。

・保健師の現任教育のカリキュラムにおける母乳育児支

援の内容を強化する。

・既存の保健所単位の母子保健担当者会議を活用し、各

地域の課題を共有し、検討する。

③施設と地域をつなげる全体的なシステム

既に構築されているハイリスク妊産婦支援や未熟児支

援等のネットワークを母乳育児支援についても活用する。

3）母乳育児支援に関わる専門職者と大学との協働

地域で母乳育児支援に関わる専門職は、保健師、助産

師、看護師、栄養士、保育士、歯科衛生士、産科医、小

児科医など多岐にわたる。大学がサポートできることと

しては、共同研究の一環として、多職種を対象としたワー

クショップを開催することが挙げられる。

①母乳育児支援に関わる専門職者のためのワークショッ

プ（以下 WS）の開催 48，49）

県内で活躍する助産師、保健師に活動報告してもらい、

その後、グループディスカッションを行なうことで、現

状や課題を共有し援助を検討する場という保健師のスキ

ルアップだけでなく、県内の母子に関わる多職種が顔を

合わせ、互いの施設の方針を知るなど、病院と地域が連

携した全体的な支援システムづくりにつながると考えら

れる。それを継続し、開催場所を考慮し、より多くの保

健師が参加しやすいよう工夫する必要がある。

② A 市での赤ちゃんにやさしい地域づくりに向けての

WS の開催 50）

地域を限定した WS を開催し、その地域の母子に関わ

る専門職者（地域の保健師、栄養士、小児科医と施設の

助産師、保健師、栄養士等）が集い、ケース会議やディ

スカッションをすることで、既にある支援システムを強

化することにつながると考えられる。

V．研究の限界と今後の課題

今回の調査では、保健師の支援の方針、援助内容の概

要、困ったことの実際について明らかになったが、十分

な回答数とはいえなかった。各保健センターおよび保健

所に就業している保健師の半数程度が母子保健事業の計

画立案に関わっていると推測したが、実際にはそれより

も少なかったこと、母子保健事業担当の代表の保健師の
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みが回答した可能性があることの影響があったと推察

された。今後はこの実態調査をもとにして、WS での事

例検討や聞き取り調査で個々の支援状況をとらえた上で、

地域特性に合わせた具体的な支援方法を保健師とともに

検討していきたい。
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ド（NPO 法人日本ラクテーション・コンサルタント協会編），

第 1 版；253-257，医学書院，2007．

27）本田義信：母乳栄養児と人工栄養児の成長，最新 ! 新生児

栄養管理ステップアップブック（板橋家頭夫編著），ネオ

ネイタルケア，秋季増刊；79-82，メディカ出版，2008．

28）前掲 21）．

29）水野克己，西田嘉子，村瀬正彦，他：母乳外来における

体重不良児の検討，日本母乳哺育学会雑誌，2(1)；16-22，

2008．

30）粟野雅代：出産直後の授乳時間，授乳間隔，夜間授乳，母

子同室，母乳育児支援スタンダード（NPO 法人日本ラクテー

ション・コンサルタント協会編），第 1 版；166-175，医

学書院，2007．

31）郷 喜子， 尾上恵梨子， 西山香代子：母乳育児を継続するた

めに必要な援助の視点の検討－核家族の母親への産後 5 ヵ

月の母乳育児調査を通して－，福島県農村医学会雑誌，

47(1)；57-59，2005．

32）吉留厚子，後藤由美，富安俊子：生後 3，4 カ月までの

時期別栄養方法と母乳育児を阻害する要因，周産期医学

33(8)；1040-1042，2003．

33）瀬尾智子：母乳不足と母乳不足感，母乳育児支援スタンダー

ド（NPO 法人日本ラクテーション・コンサルタント協会編），

第 1 版；258-264，医学書院，2007．

34）前掲 2） 64-71．

35）渡邉久美，上別府圭子：母乳哺育を 6 ヶ月間継続した母親

の体験－ Baby-Friendry-Hospital におけるインタビュー調

査から－，小児保健研究，64(1)；65-72，2005．

36）前掲 2）  64-71．

37）島田三恵子， 杉本充弘， 縣 俊彦，他：産後 1 か月間の母子

の心配事と子育て支援のニーズおよび育児環境に関する

全国調査－「健やか親子 21」5 年後の初経産別、職業の

有無による比較検討－，小児保健研究，65(6)；752-762，

2006．

38）前掲 14）．

39）大澤純子，古屋敷智美：授乳方法の違いにおける母親の疲

労－産後 1 ヶ月間の比較－，日本看護学会論文集 母性看護，

36；20-22，2005．

40）嶋岡暢希，岸田佐智：育児をしている母親の母乳に関する

評価，母性衛生，46(1)；163-169，2005．

41）前掲 22）15．

42）前掲 14）．

43）前掲 6）．

44）前掲 2）64-71．

45）前掲 2）64-71．

46）前掲 6）．

47）前掲 6）．

48）布原佳奈，服部律子，谷口通英，他：母子に関わる看護

職者向けの母乳育児支援プログラムの開発およびその効

果の検討，平成 18 年度共同研究事業 共同研究報告書，

75-80，2006．

49）布原佳奈，服部律子，谷口通英，他：赤ちゃんにやさしい

地域づくりに向けての検討，平成 19 年度共同研究事業 

共同研究報告書，85-90，2007．

50）前掲 49）．

（受稿日 平成 20 年 11 月 10 日）

（採用日 平成 21 年 2 月 3 日）
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Ⅰ．研究目的

山間地域で暮らす高齢者世帯の生活実態について調 

査１，２）したところ、高齢者の居住地外に住む子どもた

ちが高齢者宅に通い、日常生活面でのサポートしている

実態があることが分かった。高齢者の居住地外に住む子

どもたちは、高齢者の「別居家族」であるが、通いなが

ら日常生活支援をしている状況から、筆者らは「通い家

族」と呼ぶこととした。そして、「通い家族を支える支

援のあり方」について検討を深めてきた２）。

本研究では、その際に必要と考えられた「通い家族を

支援する内容」について、高齢者世帯の通い家族に提示

し、当事者の立場からの意見を求めることにより、通い

家族が抱えている課題を明らかにし、必要な支援をより

具体的に検討する。なお、本研究では、過疎地域の地域

医療・看護を担っている過疎地域診療所の専門職として

通い家族を支援していく方法を検討する。町村合併によ

り保健師の配置が変化し、過疎地域に暮らす人々と行政

の保健・医療・福祉に関わる専門職との物理的距離が遠

くなり、住民にとっては専門職による支援が受けにくく

なってきている状況がある。そのような状況下において

過疎地域診療所は、住民にとっての身近な保健・医療・

福祉サービスの総合窓口としての役割も担っており、過

疎地域のケア体制作りの拠点にもなると考える。本研究

により、過疎地域における通い家族も含めた高齢者支援

を総合的に推進していく対策を検討することができる。

Ⅱ．方法

１．調査方法

質問紙調査を実施する。質問紙回答は調査参加者によ

る自記式とし、回収は、郵送による返信とする。

２．調査対象および実施場所

先行研究で一定地域の高齢者世帯の全数調査を実施し

た地域１）において、当該地域の A 診療所の協力を得て

調査を行うことにした。A 診療所は、旧 A 村の地域医療・

看護の拠点として、診療活動だけでなく、地域ケア会議

の運営の中心となり、高齢者の生活実態を幅広く捉え、

予防的な活動も実施している。旧 A 村の人口は約 1,300

人、高齢化率は約 35％であり、人口は減少傾向にある。

高齢者が多く、過疎化がすすんでいるこの地域では、村

外に居住する別居の家族、すなわち「通い家族」が高齢

者の介護や生活をサポートしている実態がある。しかし、

これらの通い家族とは通常の診療所活動では接点が持ち

にくいため、診療所としてどのように通い家族の支援を

したらよいのかわからないという課題を持っていた。そ

こで、本調査により通い家族による高齢者サポートの実

態と通い家族が抱える困難や悩みを理解し、支援の方向

性を探ることができると考え、本調査への協力を得るこ

とができた。

対象は、A 診療所で把握している、75 歳以上の高齢

者世帯の通い家族を対象とする。あらかじめ診療所で把

握している 75 歳以上の高齢者世帯をリストアップする。
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〔報告〕

過疎地域に居住する高齢者の「通い家族」の現状と支援のあり方

米 増   直 美     松 下   光 子

Support from Separated Family to Older People 

who Live in Rural and Depopulated Area

Naomi Yonemasu,  Mitsuko Matsushita

岐阜県立看護大学 地域基礎看護学講座 Community-based Fundamental Nursing, Gifu College of Nursing



そして、リストアップされた高齢者に、診療所の看護師

または医師から、通い家族の有無を尋ね、通い家族がい

る場合には、質問紙を配布し、高齢者から通い家族に質

問紙を渡してもらえるよう協力を依頼する。

３．調査時期

家族が帰省すると思われる時期を選定し、質問紙の配

布および回収を、平成 19 年 7 月～ 9 月とした。

４．倫理的配慮

まず、調査の目的および倫理的配慮について高齢者へ

説明する。さらに通い家族の有無も確認し、通い家族が

有りの場合は、調査への協力を依頼する。そして、高齢

者が通い家族に質問紙を渡すことができるかどうか確認

し、渡すことが困難である場合は、質問紙は渡さないこ

ととした。研究参加者、すなわち通い家族へは、文書で

本研究の目的と研究参加は強制ではないこと、無記名で

あり個人が特定されることはないこと、個人や地域名が

特定されないように集計し学会等で研究報告を実施する

ことを説明し、質問紙の返送をもって研究参加の意思を

確認した。なお本研究は、岐阜県立看護大学研究倫理審

査部会で了承を得て行った。

５．調査項目

一高齢者世帯に対し、通い家族は複数名いると思われ

るが、今回はそのうち 1 名に代表で回答してもらうこ

とにした。

１）高齢者世帯に関する基本属性：世帯構成および高

齢者の年代。

２）通い家族の基本的属性およびサポート内容：続柄、

通いの頻度、通いの距離、サポートの内容。通いの頻度、

通いの距離、サポート内容は該当するものを選択するこ

とにより回答を得た。尚、回答者の他にも通い家族がい

ると思われるので、回答者が分かる範囲で、他の通い家

族の基本属性およびサポートの内容を記入してもらえる

よう、5 名まで書けるように欄を設けた。

３）高齢者サポートの現状：①高齢者サポートにおい

て困っていること・心配していること、②高齢者をサ

ポートする上で自分なりに心がけていること、③通い家

族として助けになること。①～③については、先行研究

の結果および考察により得た内容２）を選択肢として示

し、該当する内容を複数回答で得た。さらに選択肢以外

に自由記載欄も設けた。

４）通い家族自身が高齢者の住む地域に対してできる

こと：地域に対してできることの有無を尋ね、有る場合

は、内容を選択肢から複数回答で回答を得た。

５）高齢者サポートに関する自由意見：記述により回

答を得た。

Ⅲ．結果

１．質問紙配布・回収結果および高齢者世帯の状況

調査期間中に高齢者世帯 86 件（独居世帯 43 件、高

齢者複数世帯 43 件）へ調査依頼および質問紙配布がで

きた。そして、58 件の通い家族から返送があり、すべ

て集計の対象とした。回収率 67.4％であった。

通い家族がサポートしている高齢者世帯の構成は、独

居世帯が 31 件、高齢者複数世帯が 27 件であった。高

齢者複数世帯の構成は、夫婦が 25 件、その他が 2 件で、

その他の内訳は、親子、きょうだいの世帯であった。独

居世帯の性別および年齢構成、高齢者夫婦世帯の夫・妻

の年齢構成は、表 1，表 2 に示すとおりである。
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表 1　独居世帯の性別および年齢構成 N=31  （人）

性別
年齢階級

計
75-79 歳 80-84 歳 85-89 歳 90-94 歳 不明

男性  1 1 1 1  4
女性 3 12 5 2 2 24
不明 3  3

表２　高齢者夫婦世帯の夫・妻の年齢構成 N=25 世帯 （人）

75 歳未満 75-79 歳 80-84 歳 85-89 歳 90-94 歳 不明 計
夫の年齢 1  9 6 8 1 25
妻の年齢 5 11 7 1 1 25



２．通い家族の基本的属性およびサポートの内容

質問紙 1 件につき、1 名～ 5 名の通い家族の状況の

記載があり、合計 89 名の通い家族の実態が把握でき

た。記載で「娘夫婦」「長男夫婦」と書かれていたものは、

後続の質問への回答が夫婦それぞれの回答ではなかった

ため、集計上 1 名として処理することとした。

１）通い家族の続柄

続柄の欄を自由記載にしたため、多様な記載があり、

表 3 に示す結果となった。ほとんどが実子と思われる

子どもで、性別は、特定できる範囲では男性 40 名、女

性 31 名であった。

３）サポートの内容

通い家族がサポートしていることを表 6 に示す。「買

い物手伝い」等の家事・日常生活支援や、「冠婚葬祭手

伝い」「地区の仕事」等、高齢者が住むコミュニティー

での役割を高齢者の代わりに担っていた。その他の内容

は、「安否確認」「郵便物・書類の整理」「家の中の細か

いこと」「身体の様子を見る」「つきあい」「老人保健施

設への送迎」「入浴手伝い」等の記載があり、日常生活

の様々なことをサポートしていた。

３．通い家族による高齢者サポートの現状

１）高齢者サポートにおいて困っていること・心配して

いること

表 7 に示す結果を得た。独居世帯と高齢者複数世帯

を比較すると、「一人でいるときに倒れていたらと心配」

と答えた割合が、独居世帯の方が多い。次いで、「悪質

業者の被害の心配」が多かった。その他自由記載では、「火

の始末が心配」「今後、要介護になったときが心配」「老

２）通いの距離および頻度

通いの距離を、車での所要時間で尋ねた結果を表 4

に示す。「30 分から１時間 30 分」が最も多く、49 件

であった。そして、通いの頻度の結果を表５に示す。表

5 の表側は、頻度の高い方から順に示している。週 2 ～

3 回から月 1 回の頻度で通っている者が多い。通いの

距離で 4 時間、8 時間と回答した者は、頻度はそれぞれ、

年 3 回、年 1 回と回答していた。
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表 3　通い家族の続柄 N=89

続柄等 人数
長男 26
長女 18
次男 11
次女  7
子供  6
嫁・長男の妻  6
娘  5
三男  1
四男  1
息子  1
三女  1
孫  1
弟  1
娘夫婦  1
長男夫婦  1
不明  2

表 5　通いの頻度 N=89

頻度 人数
毎日  1
週 2･3 回 13
週１･ ２回  1
週 1 回 19
月 3 回  1
月２回 13
隔週  1
2 ～ 3 週間に 1 回  1
月 1 回 28
2 ヶ月に 1 回  2
２～ 3 ヶ月に 1 回  1
年４回  1 
年 3 回  2 
6 ヶ月に 1 回  1 
年 1 回  1
都合のつくとき  2
不明  1

表 4　通いの距離 N=89

時間 人数
30 分以内 27
30 分 -1 時間半 49
1 時間半以上  4
2 時間  2
4 時間  1
8 時間  1
不明  5

表６　サポートしていること（複数回答）N=89

内容 人数
買い物手伝い 43
冠婚葬祭手伝い 35
農作業 31
掃除 27
食事作り 23
草取り 13
地区の仕事 13
受診送迎 11
洗濯 10
その他 13



老介護による介護者の健康の心配」等、高齢者介護に

関する心配事の記載があった。また、「地区の仕事に高

齢者の代わりに出席することの負担」についても記載が

あった。質問紙では「自分の家族の健康に不安がある」

という選択肢も設けていたが、回答者は 0 件であった。

また、「特になし」の回答は、独居世帯 4 件、高齢者複

数世帯 5 件、計 9 件であった。

２）高齢者サポートにおいて心がけていること・工夫し

ていること

表 8 に示す結果を得た。「近所の人に会ったときには

挨拶するようにしている」や、高齢者および親戚と連絡

を取りやすい体制を整えるような工夫がなされていた。

その他自由記載では、「近所の人にお願いしている」「時

間がとれる限り行って話を聞くようにしている」「決まっ

た時間に携帯電話に電話する」等の記述があった。また、

また、「特になし」の回答は、独居世帯・高齢者世帯そ

れぞれ 1 件ずつ、計 2 件であった。

３）通い家族として助けになること

表 9 の表側に示す内容は、先行研究２）で検討した通

い家族への必要な支援内容である。この 10 項目につい

て、通い家族として助けになるものはどれか、複数回答

で尋ねたところ、表 9 に示す結果を得た。「近所の人に

よる高齢者のみ世帯の見守りや声かけ」が最も多く、次

いで高齢者支援に関する相談や助言や、情報提供であっ

た。その他自由記載では、「近隣者の見守りはありがたい。

しかし、近隣者も高齢化しており今後は不安である」「巡

回してくれる専門職がいると安心」等の意見があった。

４．通い家族が高齢者の住む地域に対してできること

通い家族自身が、高齢者の住む地域のためにできるこ

との有無を尋ねたところ、30 名が何らかのことができ

ると回答し、その内容は表 10 に示す。当該地域では冬

期に積雪があり、多くの高齢者が除雪に困っている状況
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表８　高齢者サポートにおいて心がけていること・工夫していること（複数回答）

内容
人数

独居世帯（N=31） 高齢者複数世帯（N=27） 計（N=58）
近所の人に会ったときには挨拶するようにしている 23 17 40
家族 ･ 親族の中で連絡がとりやすいようにしている 15 20 35
高齢者自身が緊急時に自分のところに連絡ができるようにしている 20 12 32
家族 ･ 親族の中で話し合う  8  8 16
高齢者の健康や介護に関するいろいろな情報を得るようにする  4  7 11
専門的な人に相談する  4  5  9

表９　通い家族として助けになること N=58

内容 人数
近所の人による高齢者のみ世帯の見守りや声かけ 30
支えている高齢者への支援（介護や生活のサポートなど）に関する相談や助言 17
高齢者の住む地域にある高齢者支援サービスの情報を家族に知らせる 16
近所の人による高齢者のみ世帯の日々の生活への支援（ゴミだし、買い物手伝いなど） 10
高齢者への支援に関する相談窓口を通ってきている家族に知らせる  8
通ってきている家族員自身の健康についての相談や助言  5
高齢者宅に通ってくる交通費の補助  4
通ってきている家族員の家族の健康についての相談や助言  3
高齢者の住む地域で高齢者を通って支える家族が集まって情報交換する機会をつくる  3
通ってくる家族自身の住む地域で高齢者を通って支える家族が集まって情報交換する場をつくる  2

表７　高齢者サポートにおいて困っていること ･ 心配していること（複数回答）

内容
人数

独居世帯（N=31） 高齢者複数世帯（N=27） 計（N=58）
ひとりでいるときに倒れていたらと心配 25 12 37
訪問販売など悪質業者の被害にあわないかと心配 18 13 31
気持ちの上での負担が大きい  6  5 11
自分自身の健康に不安がある  4  1  5
何かあったときにどこに相談したらよいかわからない  2  1  3
経済的な負担が大きい  0  1  1



があるが、通い家族が手伝えることとして「雪かき」と

の回答が最も多かった。次いで「近隣者の手伝い」「農

作業」が多く、その他自由記載では、「高齢者の住む地

域でできない代わりに、自分の地域でボランティアをし

ている」「仕事に余裕ができたらできる限りやりたい」

という意見もあった。

ポートの内容としては、「買い物手伝い」が多く、買い

物の場所が遠い山間地域においては不可欠なサポートで

ある。次いで「冠婚葬祭手伝い」「農作業」が多く、い

ずれも高齢者自身が困難になってきた居住地域内での役

割や、仕事を子どもたちがサポートしている。これらは

この地域の風習や産業を引き継いでいく役割を子どもた

ちが担っている実態である。

今回の調査では高齢者の健康状態を調べていないため、

介護が必要な状態であるかどうかは不明であるが、通

い家族がサポートしている内容から、特に介護というわ

けではなく日常生活の家事等のサポートをしている実態

である。保健医療専門職が高齢者に関わるときは、要介

護高齢者の支援に関することが多いが、通い家族は介護

の要否にかかわらず、高齢者の日常生活全般をサポート

しており、これらのサポートがないと、高齢者が山間地

域で暮らすことは困難になる。高齢者が要介護になった

場合、「買い物」「掃除」「食事作り」等は、公的な介護

保険サービスとしてホームヘルパーによる家事援助でサ

ポートできる部分もあるが、コミュニティーの中の役割

である「冠婚葬祭手伝い」「地区の仕事」やその家の「農

作業」は、介護保険サービスで補えるものではない。高

齢者の住み慣れた地域での生活を維持するには、通い家

族によるサポートが非常に重要であることをあらためて

確認できた。専門職が要介護高齢者の支援にかかわる

ときも、通い家族は、単に身体介護に関わるだけでなく、

高齢者が住むコミュニティーの中の役割も担っているこ

とを意識し、支援していくことが必要になる。

５．高齢者サポートに関する自由意見

18 名から、コメントや意見の記述があった。代表的

なものを表 11 に示す。「地域で支えること」に関して

は、実際に近隣者や地域の専門職に支えられている現状

と、地域で支えて欲しいという要望、そして地域で支え

ることの限界への心配等が挙がっていた。その他に、サー

ビス等に関する要望や、今後の不安、課題が大きいこと

等が述べられていた。

Ⅳ．考察

１．通い家族による高齢者サポートの現状

今回の調査対象地域では、通い家族の多くは子どもた

ちで、30 分から 1 時間かけて通っている実態がわかっ

た。通う頻度としては、週 2 ～ 3 回の頻度から月 1 回等、

それぞれの状況にあわせて通っていると思われる。サ
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表 10　通い家族が高齢者の住む地域に対して
　　　 できること                                                  N=58

内容 人数
雪かき 19
近隣者の手伝い  14
農作業（田畑の世話） 12
地区の運動会や祭りの運営・参加   9
地区の役員        1

表 11　高齢者サポートに関する意見（自由記載）
カテゴリ 具体的記述内容

地域で支えることに関する意見
地域で支えて欲しい 家族だけで支えるのは難しい為、地域で支えて欲しい。
地域で支えてもらっている 県外在住で、兄弟で出来るだけ帰ってくる様にはしている。区長さんはじめ近所の皆様には親切にし

ていただいており大変有難く思っている。
専門職で支えてもらっている 各家庭によって、ライフスタイルも違い、なかなか心の底から近くの人達にお話できない事もある。現

在は、親族、ケアマネジャーさん、ヘルパーさんで支えて頂いている。
地域で支えるのも限界 地域で支える事はひとつの方法とは思うが、近隣の方々も高齢化している状況では、限界がある。

サービスや制度の希望
もしもの時、緊急時の対応策 今は家族全員で何かあればすぐ電話し合える様にしています。しかし、片方に何かあった時は心配です。

近所にも高齢者が多く、もしもの時の対応の具体策は欲しい。
サービスの希望 冬期にショートステイとして利用できる高齢者住宅等の整備。地域で生活していうえに昼、夕の配食

サービス希望。
今後のことを考えると不安 今の所、元気に暮らしておりますが、今後の事を考えると不安です。親族と話をする時かと思っている。
課題が大きい 町村合併による行政の体制変化、医療の進歩、子供の数、子供の住んでいる場所等、個人で解決でき

ない事が余りにも多い。



２．通い家族への支援のあり方

１）近隣者による見守り体制づくり

先行研究２）において、近隣者による見守り・支え合

いが必要であることが考えられた。本調査では、通い家

族が心配していることとして、「ひとりでいるときに倒

れていたら心配」「悪質業者の被害にあわないかと心配」

が多く、身近ですぐに対応できない通い家族であるが故

の心配事であった。これらへの対策としては、通い家族

が助けになることとして多くあげている「近所の人によ

る高齢者のみ世帯の見守りや声かけ」「近所の人による

高齢者のみ世帯の日々の生活への支援」が考えられ、先

行研究と同様、近隣者同士での見守り体制づくりが必要

であると言える。自由記載の内容から、通い家族も「近

隣者に協力を得たい」、「協力を得ざるを得ない」という

気持ちを持っていることが推測され、実際に「近所の人

に会ったときには挨拶するようにしている」など、近隣

の協力が得られるよう努力している。さらに、自分自

身が高齢者の住む地域に貢献できることとして、「近隣

者の手伝い」と回答した者もおり、通い家族自身が地域

の支援者として期待できる。しかし、一方では、地域全

体が高齢化のため、支えることができる人々が限られて

いるという問題がある。このような現状も踏まえた上で、

限られた人的資源の中で、通い家族自身の力も得ながら、

高齢者の住む地域での見守り体制を構築することが課題

である。

２）ケアマネジャーや看護職等専門職の役割

先行研究２）において専門職の役割としては、住民に

相談窓口を知らせ相談につなげること、通い家族の相談

に乗ること等を考えた。本調査結果に照らし合わせると、

通い家族の要望としても「高齢者の支援に関する相談や

助言」「サービス情報の周知」「相談窓口を知らせる」が

多く、やはり、専門的な相談支援や、サービスや制度の

周知等の役割が求められていると言える。

通い家族の支援の方法として、通い家族同士が集まっ

て情報交換をする機会をつくることも考えたが、要望と

しては少なかった。30 分～ 1 時間半という時間をかけ

て通い、日常生活面のサポートから地域での役割も担う

中で、集まって情報交換するのは時間的にも厳しい状況

であると思われた。また、先行研究においては、介護の

ために通っていた家族の健康状態が悪化した事例があり、

通い家族への健康支援が必要と考えた。本調査では、通

い家族自身で健康に不安がある者や、通い家族への健康

に関する相談・助言を必要と回答した者は少なく、多く

の通い介護者は、現状では健康面には問題なく過ごして

いると思われる。しかし、健康面には予防的にかかわる

ことが重要であり、特に今不安を抱えている者に対して

は、早期対応が必要である。そのためには、高齢者自身

が要介護状態でなくても、介護予防の面から働きかける

と同様、通い家族の健康状態の把握も行い、健康面での

支援が必要である。

３）公的支援の必要性の検討

先行研究２）では、県外から有料道路を活用して通う

事例があり、経済的な負担があったため、公的支援とし

て通い家族への交通費補助が必要ではないかと考えた。

しかし、本調査の結果では、交通費補助の要望は少なかっ

た。調査地域では、30 分～ 1 時間半程度の距離の者が

多かったため、負担の度合いが高くないのかもしれない。

また、公的支援としての財源については検討していない

ため、非現実的なプランであった。さらに実態や、通い

家族の負担感を詳細に調べる必要がある。

Ⅴ．まとめ

過疎地域で暮らす高齢者の家に通って世話をしている

家族を「通い家族」と定義し、先行研究で検討した通い

家族への支援のあり方を、通い家族の意見を聞き、さら

に具体的に検討した。高齢者の住む地域において近隣者

による見守り体制づくりが必要で、地域全体が高齢化し

ている現状ではあるが、通い家族の助力も得ることを

視野に入れ、方策を検討する必要がある。また、専門職

の役割としては、高齢者の支援に関する相談や助言、相

談窓口やサービスの周知が求められている。通い家族へ

の健康支援は現状においては要望としては少なかったが、

健康面の支援は予防的にかかわる必要があるため、高齢

者と同様、通い家族への健康面にも気を配ることが必要

と考えた。
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Ⅰ．はじめに

筆者は、1990 年代終わりから日本国内の 3 つの都市

で実施されたホームレス実態調査研究に参加する機会を

得てきた。その結果、日本のホームレスは 50 歳代単身

男性が中心であること、その大半は長年にわたり都市現

業労働者として働いてきた労働者であり、ホームレスに

至った最も大きな要因は仕事を失ったこと、仕事がなく

なったことが明らかになった。さらに、現に路上生活を

送っていても単純労働者としての労働意欲と生活様式を

持ち続けており、一定の所得保障と住宅保障があれば地

域生活を継続できる人々であることを確認できた 1，2）。

日本は 1990 年代からのホームレスの増加に対して

「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」（平

成 14 年 2003 年）を制定した。周知のようにこの法律

は 10 年間の時限立法である。雇用確保、就業確保、住

宅確保、保健医療確保による自立支援をうたっているが、

その中心は一定期間宿泊施設を利用しての就労自立支

援へおかれている。法の対象は「自立の意思」があるも

のに限定され、6 ヶ月間の期限付きである。大都市を中

心として取り組みが行われているが、支援の量、質とも

に十分ではなく、再野宿化などの問題も指摘されており、

実効ある支援とはなり得ていないのが実際である。この

ような中で路上にある人々に緊急的、即応的に対応して

いるのが社会福祉法第 2 種社会福祉事業に位置づけら

れている無料低額宿泊所註 1）である。ホームレスは無料

低額宿泊所を住所として生活保護を受給し、保護費から

利用料などを支払っている。NPO 法人などによりビジ

ネスとして展開しており宿泊所数は飛躍的に増加してい

るが、正確な数値は不明である 3，4）。

本報告は日本のホームレスへ安定し継続した地域生活

を保障する示唆を得るために、オランダホームレス政策

の実際について研修を行った一部を報告するものである。

オランダに着目した理由は、何よりも社会保障全体に

おいて人権保障を機軸として所得保障、住宅保障でのナ

ショナルミニマムが確立していることである。これによ

り高齢者、障がい者への地域生活が保障されていること

から、ホームレスについても同様の取り組みがなされて

いると考えた 5，6）。2 度の訪問（2004 年、2006 年）に

よる関係者からの聞き取り及び収集した資料、文献をも

とに、路上から地域への社会復帰の実際とそれを支える

社会的基盤を中心に述べる。尚、オランダ語の日本語訳

は JEP 通訳の訳を用いている。

本題に入る前にオランダと日本のホームレスの定義と

社会的性格について簡単に述べたい。オランダのホーム

レスは homeless、roofless、marginally と捉えられている。

Feijter は 1995 年の The Health Council committee の定

義として次のように紹介している 7）。「roofless は夜間

のためのシェルターが保障されない人々。homeless は

住まい（home ）はないが、夜間のシェルターはある人々。

marginally は不適切な環境におかれている人々」。

Feijter 教授は聞き取りに対して、ホームレスの定義は

難しいが、従来の捉え方では住まいを失う危険性の高い

人々を捉えることができなかったために、marginally を

考えたと述べた。本論では 3 つのカテゴリーの趣旨を

踏まえた上でこれらをまとめて便宜上ホームレスと用い

る。
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このようにオランダにおいては定義が示されているの

に対して、日本においては明確な定義はないといえよう。

従来から行政上では住所不定者などと呼ばれていたが、

先の特別措置法は「都市公園、河川、道路、駅舎その他

の施設を故なく起居の場所とし、日常生活を営んでいる

者」としている。現に路上生活を送っている者だけに限

定しており、オランダに比べて狭い捉え方をしている。

日本のホームレスは先述したように 50 歳代単身男性、

日雇労働者に代表される都市で働いていた現業労働者が

中心である。路上生活をしていても約 70% が何らかの

仕事をしているがその収入は極めて少ない。健康状態が

良いとするものは 20% にも満たない 8 ， 9 ）。オランダの

ホームレスについて、Wolf は 1998 年から 2002 年の

間に実施された 5 つの研究からホームレスのプロフィー

ルを次のように示している 10）。

①年齢、性別とホームレス期間は 30 代後半の男性、

独身あるいは単身者が中心である。41% がオランダ人

であり、非オランダ人ではモロッコとスリナムが多い。

長期的ホームレスが大部分であるが、屋外で寝ている人

は少ない。

②雇用、収入、教育は、大多数は仕事をもっておらず、

以前不熟練労働者であったか、あるいは十分な教育を受

けていない。26% が初等教育のみ、25% が中等教育修

了である。大多数のホームレスは社会保障給付で暮らし

ているが、経済状況は悪い。

③健康状態については、健康状態は悪く、気管支、皮

膚や胃腸に病気をもっており、薬物中毒である者もいる。

健康状態が良くない原因として、栄養状態が悪い、アル

コールや薬物使用、過度の喫煙、貧弱な衛生状態、健康

問題が無視されていることが挙げられている。中には社

会保障給付を受けておらず、20 ～ 30% が医療保険から

もれている。また、精神疾患、薬物依存、アルコール依

存等を抱える人々がいる。

日本と違い薬物依存、アルコール問題、精神障がいを

抱える人々が多いことが示されているが、注目すべきは

ホームレスの主たる収入は社会保障給付であり、その給

付をもとに医療保険などに加入していることである。捉

えられている社会的性格は違うが、人権保障を基盤とし

た総合的な取組みがなされており、学ぶべき点は多いと

考える。

Ⅱ．オランダホームレス政策　広義の Social Care と

しての位置づけ

1．オランダホームレス問題の概要

Wolf に よ れ ば、1980 年 代 中 ご ろ か ら ホ ー ム レ ス

人口の増加が目立つようになり、その数は 1960 年代

15000 人と推計されていたが、80 年代に急速に増加し、

2000 年 50000 人と推計されている。ただし、ホーム

レスの定義と調査方法が異なるために、これを単純に比

較することはできないとしている。ホームレスの増加は、

単に設備不足だけの問題ではなく、複雑で交差し、相互

に関連しあいながら他の問題を発生させ、蓄積し、拡大

している。設備不足、経済的問題だけなどの問題は少な

く、この点でイギリス、アメリカと異なると述べている。

ホームレスの増加に伴い対応も広範囲となっている。

かつてはベッド、入浴、パンを提供する一時的避難・保

護のための施設が中心であったが、80 年代中ごろから

はホームレスになることの予防、再統合、治療などが

取組まれるようになった。これに伴い急速にシェルター

は数、内容ともに変化している。施設数は 1999 年の

4502 ヶ所から 2001 年 5768 ヶ所へと 25% 増加し、内

容的には、ソーシャルペンションと呼ばれる何らかの

ケア付住宅、日中と夜間保護施設、病室が増加している。

その規模も次第に小規模なものになり、職員も専門職が

多く雇用されている。

2．国の責任と役割

オランダホームレス政策は、主要都市政策、貧困政

策、安全政策、社会的保護政策、薬物政策など多様な

政策によっている。長年国が基本的責任を負っていたが、

1989 年から地方自治体に移っている。

国レベルのオランダホームレス政策の直接担当部局

は保健福祉スポーツ省註 2） 精神保健分野（Ministry of 

Health， Welfare and Sport Mental Health and Addiction 

Policy  Department）の ‘social care’ に位置づけられてい

る。ホームレス問題は「国民の健全なる心身のケアの問

題」と考えられており、1989 年から最高責任は自治体

が持つことになったが ､ 国がケアと住宅に責任を持つこ

とは重要と認識されている。すべての人に屋根を保障す

るのは最低限のことであり、そのための網が必要である

が ､ 網はひとつではない。政策において社会雇用省 ､ 財

務省なども関連している。100 年間のホームレス政策
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で唯一変化したことは、国から自治体へ責任が移ったこ

とである。

国内には約 500 の自治体があるが、中心的な 43 自治

体へ政府から資金的根拠付けを行っている。ホームレス

のための予算は 30% 上昇している。予算増額の理由と

して、ホームレスの変化と施設の長期滞在者の増加があ

る。今日のホームレスは外国人、ハードドラッグや軽度

の精神疾患の人など複合的な問題を抱えた人であり、単

に住まいを保障することにとどまっていたソーシャルケ

アに問題があったとみなしている。この問題を解決する

ために、施設の定員を増やすのではなく、長期滞在者が

地域で生活できるような流れをつくることが目指されて

いる。具体的には、ケアの充実、半永久的にケア付住宅

を必要とする人々へのケア付住宅の準備と特別医療費保

険制度註 3）の改正があげられた。

2004 年時点で 43 自治体へ年間 18000 万ユーロ（243

億円）が提供され、各自治体は国から受け取った金額と

同額、いわばダブルの資金で政策にあたることになって

いる。今後は、特別医療費保険制度の一部を財政負担と

共に市へ移管し、基礎自治体に責任があることを認識さ

せながら社会復帰への流れを良くすることが計画されて

いた。

3．基礎自治体の責任と役割－アムステルダム市の場合

ホームレス政策の責任は基礎自治体にあるが、自治体

により政策は異なっている。一例としてユトレヒト市で

は路上にある人々に対して、ケアと社会秩序のバランス

が論じられるが、ロッテルダム市はユトレヒト市より社

会秩序が重視されているとのことであった。

アムステルダム市では年間 3000 人から 4000 人の

ホームレスに労働援助法註 4）による最低生活費を支給し

ている。約 3000 人がホームレス施設におり、アムステ

ルダム大学の調査によれば毎晩 300 人が屋外で寝てい

るとのことであった。100 万都市にとって数量的には

大きな問題ではないが、ソーシャルケアの問題としては

大きな問題ととらえられている。

こ こ で は Beleidsplan  Maatschappelijke  Opvang，

“Verslavingszorg en Vrouwenopvang 2002-2005”（社会

福祉、中毒者保護、虐待婦人収容センターに関する政

策案）11）からアムステルダム市の政策をみていきたい。

1989 年以来市当局が政策に責任を持ち、3 本の柱、①

収容施設の区別化と拡張、②有効な予防策の開発、③適

切な医療指導の実現、により支えられ 1500 ベッドを準

備した。1995 年から 2001 年まで野宿者調査、施設宿

泊状況調査、施設の保護供給と必要性に関する保健所調

査などを行い、2001 年にこの政策案を出している。最

重要成果領域として次の 8 点が挙げられている。

「防止、社会参加、卒業」「住居、保護、収入など関係

者が一体となっての解決」「施設の多様性と質の管理政

策の活性化」「政策立案のための情報の調達 基礎報告

書とテーマ報告書」「近郊自治体との共同作業の方式化」

「目的にあった宿泊施設政策」「財政危機への注目」「現

存する助成金の再検証」である。具体的な提案と活動と

して次の 5 点が挙げられている。「将来へのビジョンと

討論の活性化－シャワー、ベッド、パンと軽い指導を内

容とする基本サービスをもとに将来の討論を重ねる」「誰

もが屋根の下で暮らす」「誰もがちょうどあった屋根の

下で暮らす」「誰もがちょうどあったケアを受けられる」

「予防と復帰に向けた作業」である。

これらから、責任移行後の基礎自治体は政策を各種調

査研究、財政面などから検証し、改善してきていること

を読み取ることができる。この背景には、15 年間でホー

ムレス、ルーフレスが年間 5% 増加していること、その

要因として精神病院からの退院、対象の変化がある。対

象の変化とは、かつてのアルコール依存症や中年男性か

ら本当の住まいを失った人、心配事からの逃避者、虐待

された女性、精神的危機に陥っている人など多種多様な

人々に変化したと理解されている。問題解決の財政的な

重点は国と同様に施設に留まっている人々をいかにリー

ドするのかにおかれ、施設ケアよりその後の地域生活を

支える社会住宅の独立型住まいに財政の重点をおいてい

た。

市の政策策定時には健康、収入、住宅、仕事 ･ 雇用

などを重視し、ホームレスが抱える多問題を統括する

ことは難しいが、ホームレスを生み出すのは社会であ

り、政策担当者自身にもおこることと考えられてい

た。ホームレス問題を政府 ･ 自治体の仕事と捉え、その

理念は人間の権利であり、共同生活社会の中（In het 

Maatschappelijk Samenleving）の機構としての一体化

（verenigd）、個人としての 連帯（solidarteit）と述べていた。

ホームレス問題解決のために国と基礎自治体が責任を
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持ち、調査研究により対象の社会的性格を把握し、財政

的増加により社会復帰へのルートを保障していることが

示されたが、その基盤には人間の権利が述べられ、ホー

ムレスを同じ社会の構成員として捉えていることは日本

と大きな違いである。

4．施設の役割

ホームレスの社会復帰に向けての直接的援助の中心は

民間社会福祉団体による各種の施設である。その基盤は

国と基礎自治体からの財政保障と各ホームレスへの最低

生活費保障である。

施設は社会復帰の流れと対象の特性に添うように体系

化されており、それぞれのホームレスのゴールへ一貫し

た援助が行われるようになっている。この体系を政策

担当者は「鎖のよう」と表現した。施設は小規模であり、

職員は医師、看護師、ソーシャルワーカーなど専門職が

主体である。

一例としてオランダ国内最大のホームレス援助団体 A

をとりあげる。A は、アムステルダム市内にサービスセ

ンター、医療的ケアを行う施設、女性と子どものための

施設、夜間のみの施設、55 歳以上のホームレスの施設、

他国籍のホームレスのための施設、施設に入りたくない

人へのモービルサービスセンター、住まう援助のための

施設などを持ち、470 名の職員がいる。

対象の特性に応じた施設体系に加えて、「路上」「だれ

でも利用できる施設」「ケア付き住宅」「保護された住ま

い」「一人で住む」といった流れに添っている。ここで

は、社会復帰への一貫した援助のはじまりとしての役割

を担っているサービスセンターと「住まう援助」につい

て紹介する。

1） サービスセンター

サービスセンターは路上にいる人はだれでも入ること

ができ、電話での相談も受け付けている。「だれでも」

とは「人間であればだれでも」を意味しており、性別、

年齢、国籍など問わず、不法入国、パスポートのない人

でも受け入れている。センターの機能は食事、ケア、シャ

ワー、衣類、情報の提供、日中活動の提供だけではなく、

「2 つのベッドケア」により問題を解決することである。

「2 つのベッドケア」とは施設、ベッドの保障と本当の

住まいの保障である。具体的には「家がほしい、お金が

ほしい、最低生活費支給の手続きがしたい、ドラッグか

ら抜けたい」などの相談に答え、ふさわしい施設へとつ

なげている。また冬期だけの「スツールプロジエクト」と

呼ばれるベッド提供を行っている。その後、本当の住ま

いを保障することである。オランダではだれでも住宅局

へ登録すると 7 年後には社会住宅註 5）を得ることがでる。

ホームレスは収入がないので無料で住宅に住む権利を得

ることができるが、実際は住宅を得ても自立できない人々

がいるために後述する路上からのプログラムがある。

センターではソーシャルワーカーが面接を行い、10

項目からひとりの人を捉える。①住宅②身体状態③精神

状態④中毒（アルコール、ドラッグ）⑤社会性（人とど

のように過ごせるか）⑥司法⑦経済状態⑧仕事の有無、

1 日の過ごし方⑨生きている意味は何か⑩社会的自立を

どのように進めるのか、の 10 項目である。各項目はさ

らに細かい項目から構成されている。得られた情報は面

接後にデータベース化し、施設間で共有し社会復帰プラ

ンへとつなげている。

面接後に本人が今後の展開を想定できるように、可能

な援助方法（利用できる施設やそこで行われる援助内

容など）について情報提供し、サービスセンターと施設

の職員がチームとして援助の方向性を決定する。その後

施設への入居を行うが、スムーズに施設での生活が送れ

るように施設のソーシャルワーカーとマンツーマンヘル

パーが本人と頻繁なコンタクトを取り、信頼関係を築け

ることを重要視している。施設入居後は施設ソーシャル

ワーカーとマンツーマンヘルパーが本人への責任を負う。

またセンターでは問題解決のために積極的に情報提供

を行っている。ポケットサイズのサービス一覧、電話番

号が掲載された冊子、情報誌、読みやすい案内などであ

る。このようなサービスセンターはアムステルダム市だ

けではなくユトレヒト市にもあった。センターでは遠足、

サッカーなどレクリエーションプログラム、精神科医や

看護職による相談等も行っている。

2）住まう援助

「住まう援助」とは路上からの社会復帰プログラムで

ある。サービスセンターを介して施設入居した後に、マ

ンツーマンヘルパーはホームレスと定期的に話し合い、

社会復帰へ向けた具体的な計画を作る。そして、地域生

活を目指して、何らかのケア付住宅において「住まう援

助」を行うソーシャルワーカーにより指導を受ける。そ
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こには 24 時間住むことができ、食事つくり、そのため

の買い物、金銭管理、1 日の過ごし方、他の人々との交

流などを行う。これらの住まいは元小学校を利用してお

り、階下は高齢者住宅で、周囲は一般市民が住んでいる。

アムステルダム市内に 20 ヶ所ある。

次のステップとして「保護された住まい」での Woon 

Begeleiding、「住まいの指導」がある。いろいろな住み

方があり、ひとりで、あるいは 2 ～ 3 人で家具などす

べてそろった住宅に共同で住む。このような住宅は市内

80 ヶ所にあり、週に 1 回ソーシャルワーカーが訪問を

する。独立した生活を営み、援助をうけないことを目指

す。薬物等依存症の人はこの期間に依存症を抜け出すが、

先の段階に進めない人もいる。長期的ケアを必要とする

人は特別医療費保険制度からサービスを受ける。

ソーシャルワーカーの援助を週に 1 回、月に 1 回と

受けながら、Woon Begeleiding の次に、各個人が住宅

を得て、表札を出して暮らすことができる。もちろんこ

れらの住宅は街中にあり、市民と共に暮らしていく。加

えてホームレスにならない予防的な援助も行っている。

極端に周囲に迷惑をかける人々へは市衛生局、民間社会

福祉団体ソーシャルワーカーがともにケアを行い、家賃、

借金、清掃などの問題を解決しホームレスになることを

予防している。

この「住まう援助」は一方通行ではなく、期間も定め

られておらず、プロセスを行ったり来たりすることが

認められている。また、ゴールはテーラーメイドであり、

「住まう援助」を専門とするソーシャルワーカーの援助

によることが特徴である。このような援助は日本にはみ

られない。さらに「住まう援助」プログラムはケアと福

祉、地域社会政策、長期ケア分野の専門機関が保健福祉

スポーツ省とともに開発したものである。

5．最低生活保障の実際　すべての人に最低生活費保障

施設をはじめとするホームレス政策は公的扶助により

最低生活費を保障することからはじまっていた。所得保

障を得ることで、社会復帰への道が確立されていた。

1）最低生活費保障の根拠法としての労働援助法

Wet Werk en Bijstand とポストアドレス Postadressen

1998 年よりホームレスは社会的保護ケアのために地

方自治体に名前を登録し、住所を持つと、社会保障給

付を要求する（claim）する権利を与えられている。も

し彼らが住所、mailing address、あるいは Postadressen

がない時は地域の社会サービスはホームレスに住所を提

供することになっている。

訪問時は、ホームレスは施設をポストアドレス、住所

として公的扶助制度である労働援助法（WWB）により

最低生活費が保障されていた。ポストアドレスは必ずし

もそこに住んでいることと同義ではなく、ある施設の

引き出しに何人かの住所登録ファイルが保管されていた。

アムステルダム市ではひとり当り月額 700 ユーロが支

給されており、この金額は失業保険と大差ないとのこと

であった。住所を持つことはホームレスにとって社会の

メンバーになること、社会保障番号を有することであり、

一人の市民としての安心、安定につながると考えられて

いる。

最低生活費を保障されることで、ホームレスは社会保

険料を支払い、医療保険、長期ケアが必要な場合は特別

医療費保険の給付を受けることができる。また、この給

付から施設などの利用料を支払うことも可能である。ア

ムステルダム市では約 900 人がポストアドレスを持っ

ている。 

2）利用者としての権利保障のシステム

先述したように最低生活費保障の具体的な方法は、

ホームレスのための施設のひとつであるサービスセン

ターからはじまる。ホームレスはだれでもサービスセン

ターへ行くことができ、希望すればソーシャルワーカー

と話しをして労働援助法（WWB）の支給を受けること

ができる。センターへ行くことができない場合は、電話

でも相談できる。センターでは個人を大切にし、「機会

はすべての人に」との観点から情報の提供が行われてい

る。情報誌や必要事項が記載されている用紙だけを渡す

のではなく ､ 内容について話をする。特に新しく来た人

には、センターの利用の仕方、登録することが必要であ

ることなど伝えることが重要と考えられている。このよ

うに、窓口がひらかれ、わかるように情報提供すること

で利用者の権利が保障されていることも日本との大きな

違いである。

Ⅲ．日本への示唆　最低生活費の請求者としての権利

の普遍化

オランダホームレス政策の研修を通してまず筆者自身
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が気づいたことは、日本の就労自立の強調であり、自分

もいつのまにか就労自立支援の方法にのみ目を奪われ、

社会保障による所得保障の意義を忘れていたことである。

ホームレス問題の根本である失業による生活の困窮と貧

困が住まいの喪失をもたらしていることを見失っていた。

次にわかったことはオランダでは対策ではなく、解決に

向けた実効ある政策が行われていることである。財政、

施設体系、専門的援助など学ぶことは多々あるが、何よ

りも重要なことはすべての始まりは最低生活費保障にお

かれていることである。

オランダのホームレスは、最低生活費を得ることによ

り社会復帰のプロセスが保障され、今ある医療保障、長

期ケア保障、住宅保障などの社会保障諸制度に包摂さ

れ、有機的な施策の中で生活が保障されていた。その基

底にあるのは最低生活費を請求する権利が確立し、普遍

化していることであった。路上にある者はだれでもサー

ビスセンターへ行くことができ、ホームレス援助に関わ

る人々は最低生活費を請求することは「当たり前のこと」

であり、知らせなければならないこと、と認識している。

住所の登録、情報の提供、伝えるように話をするなど具

体的な方法が創り出されている。その基盤は人権保障で

あった。

オランダに対して日本では、ホームレスはバブル経済

崩壊後の労働市場の縮小により仕事がなくなり生み出

されたにもかかわらず、就労によって自立することが目

標とされている。仕事を失ったことで社宅、寮を出なけ

ればならず、あるいは家賃を支払うことができず路上生

活となっている。また日雇労働者に代表されるような非

正規雇用であったために雇用保険制度からももれてい

る。50 代半ばという年齢、現業労働者としての職歴か

ら考えると、今日のサービス産業中心の労働市場におい

て、地域で自立した生活を営むほどの収入を得ることは

容易なことではない。ホームレスとは路上生活を余儀な

くされるほどの困窮状態であるが、この問題を解決する

ために生活保護法による最低生活費保障が最も重要であ

るとは考えられていない。居住地がないこと、稼働年齢

にあることにより多くのホームレスは生活保護制度の外

におかれている。筆者が参加した日本国内の調査では現

に路上に暮らす人々と施設入所者はともに困窮しており、

基本的属性、職歴などに相違はないが、生活保護は施設

入所に限定されているのが実際であった。しかし、施設

への入所は偶然性が高く、高齢、身体状況、健康状態な

どによる優先性はなかった 12）。路上生活を続ける人々

は生活保護から「排除」され「自助努力」するしかなく、

一方施設入所者は自由になる金額は少なく、地域生活へ

の具体的な支援は乏しい状況であった。

オランダホームレス政策から日本のホームレス問題解

決のためには最低生活費保障が必須であると学ぶことが

できた。そのためには生活保護制度の正しい理解と運用、

居住地の有無、年齢により差別されないなど、最低生活

費を請求する権利の確立と普遍化こそが日本に必要であ

ると考える。

（本報告は科学研究費補助金研究課題番号 15530369

および 17530423 による研究成果の一部である）

註 1）無料低額宿泊所

 社会福祉法第 2 条第 3 項第 8 号に規定された第二種社会福祉

事業「生活困窮者のために無料又は低額な料金で、簡易住宅を

貸与、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業」に基づき設

置される民間の施設である。建設・運営に助成補助がでるわけ

ではない。

註 2）保健福祉スポーツ省

 オランダ社会保障制度に関する行政組織は社会および雇用省

の所管と保健福祉スポーツ省の所管に分かれている。保健福祉

スポーツ省（Ministry of Health， Welfare and Sport ）は、医療、

特別医療費保険制度などの現物給付を取り扱う。社会および雇

用省（Ministry of Social Affairs and Employment）は各種現金

給付、年金、公的扶助などを取り扱う。

註 3）特別医療費保険制度

 公的医療保険制度のひとつであり、原則としてすべての国民

が強制加入している。短期医療保険に対して長期ケアを給付す

るものである。その給付内容は、1 年以上の入院、精神病院で

の精神医療、障がい者ケア、高齢者ケア、児童に対するワクチ

ンなど 20 数種類にわたっている。

註 4）労働援助法

 オランダの公的扶助制度である。2004 年 1 月に全面改正さ

れ労働援助法となった。最低生活費は年齢、家族構成により最

低賃金とのバランスで決定されている。

註 5）社会住宅

 公的賃貸住宅、非営利住宅協会の住宅。1901 年住宅法制定

  

岐阜県立看護大学紀要 第 9 巻 2 号， 2009

— 66 —



により国家が住宅に介入する必要性が認められ、社会住宅建設

という住宅政策がとられている。

文献

 1） 杉野 緑：川崎日雇労働市場の趨勢と野宿生活者，日本にお

けるホームレスの実態（川上昌子編著）；219-237，学文社，

2005．

 2） 川上昌子：千葉宿泊所調査結果概要，日本のホームレスの

特異性に関する実証研究（平成 15 年度～ 16 年度科学研

究費補助金研究成果報告書 研究代表者杉野緑）；95-104，

2005．

 3） 大崎 元：宿泊所，ホームレスと住まいの権利 住宅白書

2004-2005（日本住宅会議編）；72-78，2004．

 4） 杉野 緑：NPO 法人無料低額宿泊所における就労支援の実

際 職員からの聞き取り調査を素材として，Shelter-less，

No33；82-106，2007．

 5） 佐藤 進，杉野 緑，菱田一恵：オランダの社会保障 介護

保 障 の 現 状 と 課 題， 週 刊 社 会 保 障，56(2214)；52-57，

2002．

 6） Ministry of Health， Welfare and Sport ： Factsheet1995 

Policy on the eldery

 7） Henk de Feijter， Existing and Proposed Data Gathering 

Systems in the Netherlands Concerning the Homeless， 

Coping with Homeless ： Issues to be Tackled and Best 

Practices in Europe；190-199，1999

 8） 川崎市健康福祉局：川崎市の野宿生活者，2003．

 9） 厚生労働省：ホームレスの実態に関する全国調査結果，

2008．

10） Lia van Doorn and Judith Wolf； Homeless in The 

Netherlands， Encyclopedia of homeless， 2004．

11） Gemeente Amsterdam ； Beleidsplan Maatschappelijke 

Opvang， Verslavingszorg en Vrouwenopvang 2002-2005”

2001．（日本語訳 アムステルダム市福利厚生課・福祉衛

生課「社会福祉、中毒者保護、虐待婦人収容センターに関

する政策案」）

12） 杉野 緑：施設利用の意味，前掲 1）；148-178．

（受稿日 平成 20 年 11 月 10 日）

（採用日 平成 21 年 1 月 28 日）
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投 稿 規 定

１． 投稿資格

１） 本学教員であること

２） 共同研究の場合は、本学教員が筆頭著者（first author）であること。ただし、本学の非常勤講師との共同研究では、この限り

ではない。

３） その他、紀要委員会が認めた者。

２． 論文の内容

１）看護学及び、看護学教育の発展・向上に貢献できるものであり、未発表のものに限る。

２）その他、紀要委員会が認めたもの。

３． 論文の採否

査読者の意見をもとに、紀要委員会が最終的に決定する。

４． 投稿締切

毎月末とする。投稿にあたっては、原稿原本に投稿書式 1、２、３を添付して提出する。図書館で投稿を受領した際には「預かり証」

を発行し、直近の紀要委員会で正式に受け付けた後に受領書（書式３）を発行する。

５．論文の種類

１）総説 : 特定のテーマについて総合的に知見を集め、学問的状況を概説し考察したもの

２）研究（原著）: 独創的で新しい知見が示された研究

３）教育実践研究 : 教育実践を素材にし、新しい知見や教育の改善、発展に寄与する研究

４）報告 : 調査結果に意義があり、すぐに知らせる必要のあるもの。あるいは、現状を分析し、課題が明確になり、次の研究につな

がるもの

５）資料 : 資料として価値があり、考察を加えていない生データ

６）その他 : 提案、提言、論説、海外事情、関連学術集会等など

６．著者

 著者として記載する者は、その内容と公表について著者としての義務と権利を有するので、“実質的な著者” でなければならず、名前だ

けの著者は避ける。著者は “実質的な著者” に限定し、それ以外の者は謝辞に記載する。

 “実質的な著者” とは、①研究計画やデータの分析と解釈に関与している、②原稿作成と修正に実質的に参加している、という条件を満

たしている者である。

 著者が複数の場合、その記載順序はすべての著者の合意で決め、筆頭著者は複数の著者の中で中心となる者で、第二・第三著者になる

に従って論文における役割が軽くなるように列挙する。

７．投稿要領

１）原稿は邦文および英文とし、Ａ 4 縦置き横書き、ワードプロセッサーを使用する。邦文（総説・研究（原著））の場合は、図・

表を含め、18000 字（1 頁は、横 40 字×縦 40 行 ×1 段＝ 1600 字）以内、邦文（教育実践研究・報告・資料・その他）の場

合は図・表を含め、14000 字以内とする。英文の場合は、Ａ 4 縦置き 1 段組 55 行、1 頁 900 語程度とし、ダブルスペース（Double 

Spacing）で作成する。なお、論文タイトル、著者名および空白文字は文字数には含めないものとする。

２）研究（原著）の場合は、800 字以内の論文の要旨と、500 語前後の英文抄録を付ける。それぞれ下にキーワード 3 ～ 5 個を付ける。

３）原稿は、新かなづかいとし、原則として常用漢字を用いる。句読点を明確にする。

４）図・表は、いずれも 1 枚の用紙に 1 枚の図または表を書き、割付用紙（レイアウト用紙）を使って字数換算した文字数を付記する。



表　Ａ市とＢ市の距離別居住人口と対前年増加率
中心からの距離（キロ） Ａ市 Ｂ市

人口（千人） 対前年増加率（％）   人口（万人） 対前年増加率（％）

 0 ～ 9.9 320 － 0.5 410 － 0.2

10 ～ 19.9 850  0.9 330 － 0.7

20 ～ 29.9 620  0.4 255 － 0.3
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また、本文原稿の右側欄外に図・表の挿入箇所を明記する。字数の換算は各投稿者に任せるが、字数換算用の透明な割付用紙（レ

イアウト用紙）を紀要委員会で用意するので、必要な場合は貸与する。

５）図・表は原本のまま印刷できるものを提出する。表形式は下例に従い、縦罫線の使用は最小限にとどめ、左右両端の縦罫線は引

かないものとする。

６）文献は、本文の引用箇所に 1）、1,2）、1）～ 5）などで示し、原稿の終わりに著者名を引用順に並べる。

 雑誌は、著者名：論文題名，雑誌名，巻（号）；頁，発行年．

 単行本は、著者名：表題名，書名（監・編者名），版；頁，発行所，発刊年．

 訳本は、原著者名：原書名（版），発行年，監・訳者名，書名；頁，発行所，発行年．

 電子文献は、著者名（サイト設置者名）：タイトル，入手日（アクセス日），URL

 英文誌名を省略する場合は、Index Medicus に従って記載する。

 [ 例 ]

 ①雑誌

平山朝子：日本の看護系大学院 千葉大学大学院看護学研究科の教育・研究内容 地域看護学教育分野，Quality of 

Nursing，6(2)；133-135，2000．

 ②単行本

平山朝子：保健指導の技術的特質，公衆衛生看護学大系 1 公衆衛生看護学総論 1（平山朝子，宮地文子編），3 版；

169-174，日本看護協会，2000．

 ③訳本

Pierre Woog, Ph.D.: The Chronic Illness Trajectory Framework － The Corbin and Strauss Nursing Model, 1992, 黒江ゆ

り子，市橋恵子，寳田穂訳，慢性疾患の病みの軌跡 コービンとストラウスによる看護モデル，初版；4-5，医学書院，

1995． 

 ④電子文献

岐阜県立看護大学紀要委員会：紀要投稿マニュアル，2004-01-15，http://www.gifu-cn.ac.jp/journl/manual.html

７）単位は SI 単位とし、特殊な単位を用いるときは、簡単な説明を加える。

８）略語を用いるときは、論文の初出のところで正式用語ととともに提示し、その後略語を用いることを明記する。

９）氏名の英語表記は「名→姓」の順とし、姓、名ともに頭文字のみ大文字にし、他は小文字にする。

10）英文タイトルの表記は、先頭を大文字とし、冠詞、接続詞、前置詞以外は単語の先頭文字を大文字にする。ハイフンで単語と

単語を結んだ場合、ハイフンの前後に空白は入れず、前後の単語ともに先頭を大文字にする。

８．著作権

本紀要に掲載された論文の著作権のうち、複製・頒布・公衆送信にかかる権利は岐阜県立看護大学に所属するものとする。但し、著者（共

著の場合は著者全員の総意のもと）によるこれらの権利行使を妨げるものではなく、大学の許諾も不要とする。

９．投稿原稿の提出先

〒 501-6295 岐阜県羽島市江吉良町 3047-1 岐阜県立看護大学図書館内 岐阜県立看護大学紀要委員会 宛
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10．査読

投稿原稿は全て査読する。査読者は、紀要委員会が任命する。

11．著者校正

著者校正は初校と再校の２回とする。原則として校正時に新たな加筆は認めない。

12．掲載料

掲載料は無料とする。別刷り（30 部）は、無料とする。

13．掲載決定後の原稿提出

掲載決定後の原稿提出は、フロッピーディスクに保存したものとプリントアウトしたもの（2 部）を提出する。フロッピーディスクには、

Windows で作成したファイルを保存する。保存するファイルは本原稿、図、表の他に投稿書式 1 とする。本原稿は紀要委員会が指定す

る Word ファイルに書式を変更せずにそのまま入力して保存するものとする。プリントアウトした原稿には、投稿書式 1 を表紙として添

付する。   

14．掲載後の論文の訂正

掲載された論文について、著者が訂正の必要を認めた場合、著者は紀要委員会に文書で申し出ることができる。その際に訂正記事掲載

のための原稿を紀要委員会に提出すること。訂正原稿は紀要委員会の議を経て、「訂正」として直近刊行の紀要に掲載する。

 

（平成 20 年１月改正）
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執 筆 要 領

１．はじめに、目的、方法、結果、考察、まとめ、文献、謝辞などの見出し名は、文字間にスペースをとらない。文献、謝辞、

註以外はすべて通し番号（Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ．････）を付ける。「はじめに」と「Ⅰ．研究目的」を分けて両方記している

論文があるが、「はじめに」は「緒言」「まえがき」とも言い換えることができ、ここで研究の背景・目的を記すものである。

したがって、「Ⅰ．はじめに」とするか「Ⅰ．研究目的」とするかのいずれかとし、両方記すことは避ける。また、「文献」

については引用文献、参考文献に分けて表記しない。

２．句読点は、「、」「。」を用いる。

３．見出し番号は、Ⅰ．→ １．→ １）とし、これ以下は (1) もしくは①とする。なお、「．」と片括弧 “ ）” は全角、両括弧 

“( )” は半角とする。これに続く見出し名は 1 行に収まるものを付け、いきなり文章を書き出したり、箇条書きの一部にし

たりしない。見出しの末尾に（表 1）（図 1）といった図表の表記は付けない。

４．最後に（受稿日 平成  年  月  日）と（採用日 平成  年  月  日）を右詰めで入れる。日付は紀要委員

会で入れるので記入しない。

５．著者 3 名以上の氏名の英語表記は、最後の氏名の前に , and をつける。

６．文字のポイントは論文タイトルも含め、すべて 10.5 ポイントとする。図表中の文字のポイント数はこのかぎりではない

はないが、印刷した際に本文の文字と同程度の大きさになるようにする。段落開始時の 1 字下げはインデントで行うので

はなく、全角スペース（空白）を入力する。

７．図表はそれぞれ字数換算して相当する字数を求め、それらを含めて規定字数に収まるようにする。大きさが段組の途中に

食い込むようなものについては、紀要委員会から著者に対して割付用紙上でのレイアウト指示を求めることがある。
８．日本語表記の本文中にでてくる数字は、すべて半角とする。

９．日本語表記の本文中にでてくる英文字は、すべて半角で入力する。

10．日本語表記の本文中にでてくるカッコは、すべて全角で入力する。

11．英文は半角で入力する。「, 」「. 」は半角とし、後に半角スペース（空白）を 1 文字分とる。「 : 」「 ; 」は半角とし、前後

に半角スペース（空白）を 1 文字分ずつとる。

12．括弧で閉じる（」）前には句点（。）を打たない。

       ［例］今回の研修は、まず「WBL とは一体何ですか」という疑問を ･･･

13．日本語、特に人名の英語表記について、ヘボン式、訓令式のいずれを使うかは著者責任とする。同じ紀要の中でも著者に

よって表記が分かれることがあるが、紀要委員会では個々の著者にその都度問い合わせて統一することは一切しない。

14．文献の著者名が多数の場合は、3 名まで記載し、後は「，他」「, et al.」とする。

15．文献表示にあたっては、日本文の「，」「：」は全角で入力する。英文の「, 」「. 」は半角とし、後に半角スペース（空白）

を 1 文字分とる。「 : 」「 ; 」は半角とし、前後に半角スペース（空白）を 1 文字分ずつとる。数字と括弧 ( ) は、半角とする。

16．前掲の文献表示については以下の形式とする。

4）前掲 1）．

ただし、前掲で指示したページと異なるページを再掲する場合は、半角スペースを挟んでページ数を入れる。

5）前掲 1）11-13.

17．文献の表記についてはすべて著者責任とする。紀要委員会では文献名の正誤等のチェックは一切しない。

18．註の挿入位置は任意。ただし、ページの下段にアンダーラインを引いて記載する形は不可。文字は註番号より 1 字下げる。

註 1） ○○○○○○○○○○○○○○○○ ･･･

（平成 19 年 12 月改正）
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編集後記
　よりよい紀要の発刊を目指して、紀要委員会で表紙のデザインを一新し、巻頭言と編

集後記をつけるようにしてから 5 年になります。巻頭言には、紀要に対するその機関や

編集委員会の考えが反映されます。紀要をお読みいただいた方々にどのようなメッセー

ジが届いていますでしょうか。

　本学には地域に貢献する使命があり、岐阜県の看護の質の向上に寄与できるようにさ

まざまな事業を行っています。その一貫として本学の小野幸子教授を中心に高齢者ケア

施設の看護職を対象に看護実践研究指導事業に取り組んでいます。そこで本号の巻頭言

はその取り組みの事業について、執筆をお願いしました。

　また、「教育実践研究」という論文の種類も本紀要の特徴です。大学の大きな目的で

ある教育を教員が振り返り、よりよい授業をめざして、研鑽を積んでいます。第９巻２

号には、教育実践研究２本を掲載しています。

　そのほか、報告５本、その他に海外事情の 1 本の計８本を掲載することができました

ことに感謝を申し上げます。本号をお読みいただき、紀要委員会までご意見をいただけ

ば幸甚です。

（泊　祐子）




	0902_P027.pdf
	〔報告〕赤ちゃんにやさしい病院で母乳育児を体験した母親にとっての母乳育児の意味


