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　先天性心疾患は一般的に重症度が高く生命にかか
わる疾患であるが、近年では小児期心臓病に対する
診療は急速に向上し、多くの疾患に対して修復手術
が可能となり、良好な成績が期待できるようになっ
ている（八木原，2010）。それに伴って疾患をもちな

がら成長発達をする子どもが疾患を自分自身で正し
く理解をする必要性が高まってきている。
　先天性心疾患をもつ子どもの病気の情報源はほと
んどが親であり、その中でも専ら母親が頼られ

（Kendall, Sloper, & Lewin, et al., 2003）、母親は子
どもへの重要な情報提供者であると考えられる。関
連して、子どもがはじめて受ける病気説明およびそ
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　先天性心疾患をもつ学童期までの子どもに対して母親が行う病気説明プロセスを明らかにすることを目的とし、疾患を
もつ 10 歳～12 歳の子どもの母親 4 名に半構成的面接を行った。分析には SCAT の手法を用いた。母親は医師から病気説
明を受け、「自発的な情報収集」を行うが「断続・漸進的な理解向上」しか望めず、子どもが学童期になっても「理解追求
が停滞する不全的な病気説明理解」状態にあった。その背景には「疾患衝撃による理解阻害」「病気理解の追求困難」「医師
母親間の信頼関係形成困難」があり、母親は幼児期までの子どもに対する「日常生活に即した内容中心の病気説明」を、学
童期までに「日常生活に即した内容と不十分な医学的知識が共存した病気説明」に変容させていた。またその病気説明は

「成長に付帯する病気説明選択要因」に影響されていた。母親が医学的知識を向上し、子どもへ希望に沿った説明を行える
よう支援することが求められる。

　This study aimed to describe the process of disease information from mothers to their children with a congenital heart 
disease until school age. A semi-structured interview was conducted with 4 mothers of children with congenital heart 
disease aged 10—12 years. We transcribed the interviews verbatim and analyzed the transcripts using Steps for Coding 
and Theorization（SCAT）. Mothers were informed about the disease by the attending physician since their children’s 
infancy and gathered information by themselves. However, mothers’ improvement in medical knowledge was gradual and 
intermittent; even if their children reached school age, mothers obtained only an imperfect understanding and persisting 
in acquiring such information was difficult. The factors of this finding were“inhibition of understanding due to the shock 
that child had congenital heart disease”,“condition of inadequate improvement in understanding”, and“the situation in 
which it is difficult to build a trusting relationship with the attending physician”. The mothers moved from 
providing“information centering on daily life contents”to“information with which the contents of daily life and imperfect 
medical knowledge coexisted”until children reached school age. Additionally, we clarified factors of information selection 
that increase and expand with child’s growth. Improvement in mothers’ medical knowledge and support for using the 
information based on factors of its selection and mothers’ needs is required.
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の後の病気説明についても、説明者は「親」「医師」
「親と医師」の順であるとする報告（櫻井，2016）が
ある。また母親は子どもの成長に合わせて説明をし
ようとするが、子どもが学童期後半を迎えると、そ
れまでよりも疾患の説明を行うことに困難感をもち

（田畑，2010）、病気や治療に関する内容や、日常生
活に関する内容の病気説明において、母親の希望通
りに病気説明が行えないこと（遠藤，堀田，2015）
が示されている。一方で子どもは学童期後半になる
と、自身の病気について説明されていないことでも
自分の知識や経験と結びつけてとらえ、疾患をもつ
自分に対する思いをもつ（伊庭，2005）が、それに
反して思春期・その先の青年期に至っても、自分の
病気について十分に理解しておらず、親に依存して
いること（仁尾，駒松，小村他，2004；Van Deyk, 
Pelgrims, & Troost, et al., 2010）が報告される。こ
れらから学童期までの子どもに対して母親が行う病
気説明は、子どもの成長とともに実施が難しくな
り、その結果子どもの病気理解も不十分になってい
くと考えられるが、その過程や病気説明を困難にし
ていく要因を含めて、どのように病気説明が行われ
ているのかは明らかにされていない。
　そこで本研究の目的は学童期までの子どもに対し
て母親が行う病気説明について、発達に応じた特徴
と病気説明の内容を選択することに影響をおよぼす
要因からそのプロセスを明らかにし、子どもに対し
て母親が病気説明を行う上での支援方法を示すこと
とする。

1．用語定義
　病気説明：医学的知識に関する内容、日常生活に
即した内容を問わず、先天性心疾患に関連した病気
説明を行うこと。

2．調査対象
　先天性心疾患をもつ学童期の子どもの母親とし、
子どものコミュニケーション能力に問題がないこと
を条件とした。

3．調査方法
　調査は 2017 年 3 月～8 月に先天性心疾患の手術を
含めた治療と長期的フォローアップが多く行われる

A 大学病院の小児科病棟で行った。病棟看護師長よ
り心臓カテーテル検査目的で入院した子どもの母親
の中から対象者の推薦・紹介を受けた。その後、研
究者から研究説明と協力依頼を行い、同意を得た対
象者にインタビューガイドに沿って 45 分程度の半
構成的面接を実施した。面接内容は録音し、逐語録
に起こして質的な分析データとした。

4．調査内容
　インタビュー内容は母親と子どもの基本属性、幼
児期・学童期までの発達段階ごとの子どもに行って
きた病気説明の内容、病気説明の内容選択に影響し
た要因についてとした。

5．分析方法
　本研究における質的データの分析には SCAT

（Steps for Cording and Theorization）（大谷，2008；
2011）を用いた。SCAT は医学教育学・教育社会学
など、多様な研究分野で活用される手法である。分
析では、質的データをセグメント化し、それぞれに
＜1＞データの中の着目すべき語句、＜2＞テクスト
中の語句の言い換え、＜3＞それを説明するような
テクスト外の概念、＜4＞テーマ・構成概念（以下、
構成概念と表記）の順にコードを考案して付してい
く 4 ステップのコーディングを行い、構成概念を紡
いでストーリーラインを記述し、そこから理論記述
を行う。ストーリーラインは「データの深層の意味
を再文脈化した、複合的で構造的な記述になってい
るので、ストーリーラインを断片化することで、理
論記述が行える」（p. 159）（大谷，2011）とされて
いる。この過程に沿うことで、質的データの潜在的
意味を構造的に見出すことができ、子どもに対して
母親が行う病気説明プロセスの概念構造を明らかに
する本研究の目的に適すると判断した。SCAT の分
析過程の一部は（表 1）に示した。
　分析は研究者間で行い、本研究の研究者には
SCAT に精通した者を含んだ。対象者が 3 名～5 名
の場合、経験の多様性を描くことができる（サトウ，
2012）ため、その多様な経験をもとに翻訳性の高い
概念構造の抽出を目指すことができると考え、対象
者数の目安とした。

6．倫理的配慮
　著者が所属する機関の倫理審査委員会の承認を得

Ⅱ．研究方法
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た後、主治医、病棟看護師長、看護師へ研究内容を
説明し、許可を得た。対象者には研究目的と内容・
方法、匿名性の保護、参加および中止の自由とそれ
による不利益がないこと、結果公表、面接内容の録
音について、文書と口頭で説明し、文書で同意を得た。
　なお本研究において利益相反は存在しない。

1．対象者
　対象者 4 名から回答を得た。母親は 30 代後半～40
代、全員が高校卒以上であった。子どもは 10 歳～12
歳、3 名に内服薬、2 名に運動制限があった。手術経

Ⅲ．結　果

表 1　幼児期までの子どもに対して母親が行う病気説明の特徴　SCATによる分析過程

テクスト（語り） ＜1＞注目すべき語句 ＜2＞テクスト中の
語句の言いかえ

＜3＞左を説明するような
テクスト外の概念

＜4＞テーマ・
構成概念

昔（：診断時）、まだ私も知識がない
ので、何歳まで生きられるんですか、
みたいな阿呆な質問をしたら、そんな
ん交通事故で亡くなる子もいるしねっ
て、わからないよって流されちゃっ
て。なんかあまりにも怖かったから、
変な質問をしたんですけど、でもやっ
ぱりいっぱいいっぱいで、心臓がこん
なんで、余命がこれくらいでっていう
のは知りたいよね。

・�何歳まで生きられるんです
か、みたいな阿呆な質問を
したら、そんなん交通事故
で亡くなる子もいるしねっ
て、わからないよって流さ
れちゃって
・�あまりにも怖かったから、
変な質問をしたんですけど
・�やっぱりいっぱいいっぱい

・�予後質問に対する医
師の不明確回答

・�子どもの予後不安か
らの意図の定まらな
い質問

・心理的混乱

・予後不明不安
・病気診断名
・�不安・衝撃による理解へ
の影響

・医師の受け答え

・�診断衝撃による
理解阻害

・�疾患衝撃による
理解阻害

頭がさ、（手術を含めた子どもの幼少
期の治療が）すごく嫌な経験だったの
で、一回説明されてもさ、入ってこな
いんだよね。一度説明をきいたからっ
て、それが記憶にずっとある訳ではな
いじゃない、それか何べんきいても、
何べんきいても、なんかな、入ってこ
ないな。

・�凄く嫌な経験だったので、
一回説明されてもさ、入っ
てこない
・�一度説明をきいたからっ
て、それが記憶にずっとあ
る訳ではないじゃない、そ
れか何べんきいても、何べ
んきいても、なんかな、
入ってこないな。

・�負の経験による理解
困難

・�複数回説明において
も起こる理解困難

・�先天性疾患・治療負担に
よる理解への影響

・母親の病気情報理解力

・�治療衝撃による
理解阻害

・�疾患衝撃による
理解阻害

でも（同疾患児と比較して子どもの症
状を）本当は怖がらなくてもいいこと
だったなら、その辺りははっきりした
かったよね。同じだね、手術 2週間前
にしたんだよって言う子が、亡くなっ
ちゃったんだからそりゃ怖いよね。
＜中略＞
だから言われていてもちゃんと、ピー
ン、ピーンって情報が入ってこなかっ
たかも知れない。あまりにも苦しかっ
たから。

・�同じだね、手術 2週間前に
したんだよって言う子が、
亡くなっちゃったんだか
ら、そりゃ怖いよね。

・�言われていてもちゃんと、
ピーン、ピーンって情報が
入ってこなかった

・あまりにも苦しかった

・�同様疾患児死亡との
直面による混乱

・�医師による病気説明
内容の未定着

・�同疾患患児死亡の心理的
衝撃

・同疾患患児死亡の影響
・�不安・衝撃による理解へ
の影響

・�同様疾患児死亡
に直面する衝撃
による理解阻害

・�疾患衝撃による
理解阻害

聞いているとしても、心臓がどうだっ
たかとかは私自身が理解できていない
ですね。とか、手術前に説明を受ける
じゃないですか、でもそれが多分ぶっ
飛ぶんだよね。その時理解しても、後
になると忘れちゃうんだよね。

・�心臓がどうだったかとかは
私自身が理解できていない
・�手術前に説明を受けるじゃ
ないですか、でもそれが多
分ぶっ飛ぶ
・�その時理解しても、後にな
ると忘れちゃう

・�手術内容の不全的理
解

・�手術病気説明内容の
定着困難

・幼少期の心疾患治療内容
・�子ども幼少期の母親の理
解力

・�子ども幼少期の医師の説
明内容

・母親の説明定着力
・病気内容の理解困難
・病気衝撃による理解阻害 ・�盲目・不全的な

病気説明理解
私が聞いたお友達は、（心臓の）裏に何
かがあって、結局そこは見えなかった
んだって、最初の検査では。（手術で胸
を）開けてみたらひどいことになって
て、閉じるしかなかったって。もう、
わかんないよね、だから。お願いする
しかないし、結局ね。

・�お願いするしかないし、結
局 ・医師への盲目的信頼 ・疾患の難解特性

・医師母親間信頼関係

それほど詳しくは（手術の説明を）今
まではしていないですけども、そうだ
ね、してないね。ただしんどいときは
走らないでね、自分のペースでいこう
ねっていう。

・�それほど詳しくは今までは
（手術の説明を）していない
・�しんどいときは走らないで
ね、自分のペースでいこう
ねっていう

・�子どもへの手術内容
不全的病気説明

・�子どもへの運動制限
の焦点的病気説明

・�医学的知識に関する病気
説明と日常生活に即した
病気説明のバランス

・�必須な日常生活に即した
病気説明

・子どもの理解必要内容
・�盲目・不全的な病気説明
理解

・�日常生活に即し
た内容中心の病
気説明
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過として全員が根治術を終えており、チアノーゼ症
状は現在なかった。また1名にきょうだいがいた（表
2）。
　以下の結果は SCAT により得られた「理論記述」
に適宜説明を加えて表記する。本文・表中の構成概
念は二重下線、構成概念を具体化した小構成概念は
下線で示す。また構成概念はデータ解釈のため独自
に作成される用語で、必ずしも理解しやすい言葉と
ならないため、適宜「構成概念名（構成概念の内容）」

「小構成概念名（小構成概念の内容）」と表記する。

2．母親が行う病気説明の内容
　母親が行う病気説明は、疾患説明、手術説明、内
服薬説明、検査説明、今後の治療方針説明といった
医学的知識に関する病気説明と、運動活動説明、セ
ルフケア説明、社会性説明といった日常生活に即し
た病気説明に分けられた（表 3）。

3．�学童期までの子どもに対して母親が行う病気説
明プロセス

　分析で得られた構成概念を、幼児期・学童期とい
う発達段階および医師・母親・子どもの関係性に基
づいて配置し、子どもに対して母親が行う病気説明
プロセスの概念図を作成した（図 1）。構成する内容
ごとに結果を示す。

1）�幼児期までの子どもに対して母親が行う病気
説明の特徴

　母親は、医師から病気説明を受けるが、診断や治
療、同様の疾患をもつ子どもの死亡との直面といっ
た、疾患衝撃による理解阻害（子どもが先天性心疾
患であった衝撃による理解阻害）があり、盲目・不
全的な病気説明理解（病気説明の内容を言われるま
まに受け止めた不完全な病気説明理解）しか得られ
ていなかった。その理解のもと、日常生活に即した
内容中心の病気説明を行っていた（表 4）。
2）学童期までの子どもに対して母親が行う病気
説明の特徴

　母親は、子どもの病気を理解するために、医師、
同様の疾患をもつ子どもの家族、インターネット、
あるいは子どもとの日常生活経験の積み重ねによ
り、自発的な情報収集（母親が自ら意識的に行う情
報収集）を行っていた。しかし、同様の病気経験談
の参照が難しい、医師からの病気説明を補う媒体が
不足する、医学的専門知識が足りないなどの病気理
解の追求困難（医学的知識に基づいた病気理解の追
求が難しい状況）に加え、医師母親間の信頼関係形
成困難（主治医との接触の機会が限られて信頼関係
形成が困難な状況）があった。その結果、母親には
断続・漸進的な理解向上（途切れ途切れで少しずつ
の医学的知識向上）しか望めず、理解追求が停滞す

表 2　対象者の属性

母親 子ども
家族構成

年齢 学歴 年齢 性別 内服薬 チアノーゼ
症状

医師からの
運動制限指示

A 46 高校卒 11 男 なし なし なし 両親・患児
B 42 専門卒 12 男 あり なし なし 両親・患児
C 40 大学卒 11 女 あり なし あり 両親・患児
D 38 高校卒 10 男 あり なし あり 両親・患児・兄 2人・姉

表 3　子どもに対して母親が行う病気説明内容

医学的知識に関する病気説明 日常生活に即した病気説明

疾患説明
　病名　病気内容　病状経過
手術説明
　手術名　手術内容
内服薬説明
　内服薬名　内服薬作用
検査説明
　検査内容　検査必要性
　検査結果
今後の治療方針説明
　今後の治療方針

運動活動説明
　運動制限　部活動選択
　日常生活目標設定
セルフケア説明
　内服薬管理方法　感染性心内膜炎予防
　感染症管理　生活の中の身体リスク
　身体不調時の対応
社会性説明
　手術創による外見変化　職業進路選択
　社会的自立必要性
　健常児との差異



278

日本小児看護学会誌  第 28 巻（2019）

る不全的な病気説明理解（理解したい意欲に反して
追求がなかなか進まない不完全な病気説明理解）し
か得られていなかった。その理解のもと、日常生活
に即した内容と不十分な医学的知識が共存した病気
説明（幼児期から継続する日常生活に即した内容と、
不十分な医学的知識に関する内容が共存した病気説

明）が行われていた（表 5）。
3）�子どもに対して母親が行う病気説明プロセス
の中で説明内容の選択に影響する要因

　子どもに対して母親が行う病気説明は、母親が自
分なりにした理解の上で、成長に付帯する病気説明
選択要因（子どもの成長に伴って多様化する病気説

表 4　幼児期までの子どもに対して母親が行う病気説明の特徴に関する語り（テクスト）

構成概念名：構成概念の内容

テクスト 小構成概念名：小構成概念の内容

疾患衝撃による理解阻害：子どもが先天性心疾患であった衝撃による理解阻害

　昔（：診断時）、まだ私も知識がないので、何歳まで生きられるんですか、みたいな阿呆な質
問をしたら、そんなん交通事故で亡くなる子もいるしねって、わからないよって流されちゃっ
て。なんかあまりにも怖かったから、変な質問をしたんですけど、でもやっぱりいっぱいいっ
ぱいで、心臓がこんなんで、余命がこれくらいでっていうのは知りたいよね。

診断衝撃による理解阻害：
　重症で予後不安のある先天性心疾患の診断を受
けた衝撃がもたらす理解阻害

　頭がさ、（手術を含めた子どもの幼少期の治療が）すごく嫌な経験だったので、一回説明され
てもさ、入ってこないんだよね。一度説明をきいたからって、それが記憶にずっとある訳では
ないじゃない、それか何べんきいても、何べんきいても、なんかな、入ってこないな。

治療衝撃による理解阻害：
　子どもが手術などの大きな治療を受ける衝撃が
もたらす理解阻害

　でも（同疾患児と比較して子どもの症状を）本当は怖がらなくてもよいことだったなら、そ
の辺りははっきりしたかったよね。同じだね、手術 2週間前にしたんだよって言う子が、亡く
なっちゃったんだからそりゃ怖いよね。
＜中略＞
　だから言われていてもちゃんと、ピーン、ピーンって情報が入ってこなかったかも知れない。
あまりにも苦しかったから。

同様疾患児死亡に直面する衝撃による理解阻害：
　同様の疾患をもった子どもの死亡に直面する衝
撃がもたらす理解阻害

盲目・不全的な病気説明理解：医師からの説明を言われるままに受け止めた不完全な説明理解

　聞いているとしても、心臓がどうだったかとかは私自身が理解できていないですね。とか、
手術前に説明を受けるじゃないですか、でもそれが多分ぶっ飛ぶんだよね。その時理解しても、
後になると忘れちゃうんだよね。
　私が聞いたお友だちは、（心臓の）裏に何かがあって、結局そこは見えなかったんだって、最
初の検査では。（手術で胸を）開けてみたらひどいことになってて、閉じるしかなかったって。
もう、わかんないよね、だから。お願いするしかないし、結局ね。

日常生活に即した内容中心の病気説明

　それほど詳しくは（手術の説明を）今まではしていないですけども、そうだね、してないね。
ただしんどい時は走らないでね、自分のペースでいこうねっていう。

図 1　学童期までの子どもに対して母親が行う病気説明プロセス
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表 5　学童期までの子どもに対して母親が行う病気説明の特徴に関する語り（テクスト）

構成概念名：構成概念の内容

テクスト 小構成概念名：小構成概念の内容

自発的な情報収集：母親が自ら意識的に行う情報収集

（主治医に）結構しつこく（子どもの病気について）聞いてるんだと思うんですよね、私。 医師への頻回な病気説明要求：
　外来受診などの機会に行う医師への病気説明
の繰り返し要求

　やっぱりネットはすごい見ました。めちゃくちゃ見ましたよ。すごい見ました。（中略）そうい
う親とかどう思われているのかがわかって、おーっと思いましたけど、もう本当にありとあらゆ
る。心臓何とかの会とか、いろんなところを見て、それこそ水泳の授業はどうだったかとか。

自己判断によるインターネット情報収集：
　自己判断によるインターネットを利用した情
報収集

　新聞記事にこれ、（子どもの病気と）そっくりやというのがあって、みんな（家族）で見て。こ
れって、だから、こうなんやに、ほら、やっぱりこれで解決やなという点もありましたね。

情報メディアによる知識再確認：
　情報メディア報道内容との照合による知識の
再確認

　（同疾をもつ子どもの母親から）この子、やっぱり酸素が足りないんだねと言われて、あっ、こ
ういう症状で出るんだというのが、そういう人たちの病棟で入院している先の先輩のお母さんた
ちから聞く話ですごく納得がいって

同様疾患児家族からの情報収集：
　同様の先天性心疾患をもつ子どもの家族から
の情報収集

　もう手術する前は柱をくるくるーっと、でも、本当に何周かしているだけでもすぐはあはあ
言っちゃうから、ああ、この子、やっぱり酸素が足りないんだねと言われて、あっ、こういう症
状で出るんだというのが、（中略）こんな感じかなというのは大体形成されていきました。

生活経験による知識向上：
　心疾患をもった子どもとの日常生活経験の積
み重ねによる知識向上

病気理解の追求困難：医学的知識にもとづいた病気理解の追求が難しい状況

　だってなかったじゃん、もらったこともないし、そういうものがあったのかも知れないけど私
はいただいたことはないし、紙に心臓の絵があって、ここにこうだからああだから、逆流してる
んだよねーとか、ただ、その赤い線の矢印だけ。で、ふーんで終わっちゃうよね。

医学的知識に関する病気説明の補助媒体不足：
　医師からの医学的知識に関する病気説明の理
解を補う媒体の不足

　そうだね、落ち着いてちゃんと把握しなきゃなって思ってますし、けどやっぱり医療従事者で
はないので、現に例えば自分がやってたのならわかるけど、いくら説明を受けても、頭の回路が
ブロックされて入ってこないんだよね。

専門知識不足：
　理解のために必要な基本的な専門的知識が足
りないこと

　あと同じパターンの人とは出会いたいよね。そしたら勇気をもらえるよね。今 50（歳）まで
生きてるんだ、とかね。ただパターンが違うよね、いつも。例えばお友だちになれたとしても、
あまりにも（心臓病の）型が違うよね。

同様経験談の参照困難：
　先天性心疾患の内容が多様で、同様の病気体
験談を参照することが難しいこと

医師母親間の信頼関係形成困難：主治医との接触の機会が限られて信頼関係形成が困難な状況

　密に外来があればいいんだけど、調子がよくなってそれこそ半年に 1度とかになったら、人生
いろいろあるじゃない、先生だって。それは少し寂しい思いをしてきましたね。

期間の空く外来受診：
　疾患の性質上フォローアップ外来の受診期間
が空くこと

　こっちとしては、あ、変わってたんだって言うしかないよね。どうしても本当は初めに手術し
てくれた先生もいなくなっちゃったし、初めに担当してくれた男の先生もいなくなっちゃうし、
そこは不安だよね。

頻回な主治医交代：
　病院のシステム上主治医の勤務異動が多いこ
と

　引き継ぎをしたいよね、本当はね。でも万が一、○○先生もご結婚されて、先生だってご都合
があるだろうからやめちゃったとか、先生いなくなっちゃったらどうしようって、すごく思うも
ん。開業されたりとかもいろいろあるだろうし。そういう情報が欲しいよね。本当は。

主治医異動情報の不足：
　主治医の異動情報が不足する状況

　1年ちょっと前に（前の病院で）心臓カテーテルをそこでして、もう運動はしないほうがいいっ
て言われていたんですけど、（引っ越しをして）こっちで診察してもらって、ある程度はしない
と、体力もつかないしってことで、まあ軽いものですかね。

転院による主治医交代にともなう病気説明指示
内容の差異：
　転院により主治医が交代して病気説明や指示
内容に差異が出ること

断続・漸進的な理解向上：途切れ途切れで少しずつの医学的知識向上／理解追求が停滞する不全的な病気説明理解：理解したいという意欲に反して
追求がなかなか進まない不完全な病気説明理解

　身体が大きくなったから、あとほら、（肺動脈が）狭くなってるから、右室の圧が高くなってい
るんだぞっていう、こともやっと昨日、心臓のこともやっぱりカチッと頭に入っているわけでは
ないので、だけどもそのために、いろんな負担が出てくるから、場合によっては手術していこう
ということがやっと昨日理解できた。

　結局、圧がどうとか、あとエコー見てても、意味はわからないし、で、先生が今のところ前と変
わりませんねって、それで終わっちゃうじゃないですか、で、私もありがとうございました、で
終わっちゃうから、ずーっと（外来受診に）行かなかったことは一回もないんですけど、来いっ
ていう、その定期的なやつは。

日常生活に即した内容と不十分な医学的知識が共存した病気説明：幼児期から継続する日常生活に即した内容と、不十分な医学的知識に関する内容
が共存した病気説明

　私も見ていて無理なんか絶対にさせられなかったし、なので、隠すっていうのが私には理解が
できない。あとは説明は確かにAには私が（病気の医学的知識を）理解できていなかったから、
できないとこもあった。
　無理せん程度ですけど、まあ本人のあれですかね、意思に任せるじゃないけど、えらかったら
休む、そういうこともちょっと大事、自分で自己管理も大事というのも含めて、やらせています。
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明内容の選択に影響をおよぼす要因）の影響を受け
ながら実施されていた。この要因には、年齢、理解
力、子どもの病気に対する思いなどの子どもの評価
要因（母親による子どもの評価に関連した要因）、子
どもへの配慮や葛藤、病気説明の継続性などの母子
間の対話要因（母親と子どもの間の対話に関連した
要因）が含まれた。また子ども自身の病気への関心、
質問、生活イベントなどのタイミング要因（療養生
活におけるタイミングや状況に関連した要因）、医
学的難解さや症状の身体的影響度などの病気説明内
容要因（病気説明内容がもつ特徴に関連した要因）、
子ども用の病気説明を補助する媒体や母親の表現力
といった病気説明方法要因（病気説明方法に関連し
た要因）が含まれた。そのほかに父親やきょうだい
による病気説明への介入や、セルフケア協力体制な
どの家族介入要因（家族による介入に関連した要因）
が示された（表 6）。

　分析により、学童期までの子どもに対して母親が
行う病気説明プロセスを明らかにした。このプロセ
スの中から、まずは母親の医学的知識の不全的理解
を改善するために、疾患衝撃による理解阻害、病気
理解の追求困難、医師母親間の信頼関係形成困難へ
介入し、加えて母親が子どもの成長に合わせた病気
説明を行うために、成長に付帯する病気説明選択要
因へ介入することが必要と考えられた。以下にその
支援方法について考察する。

1．�母親の医学的知識の不全的理解を改善するため
の支援

　まずは疾患衝撃による理解阻害を防ぐため、診断
から治療期にかけて母親が受ける、子どもが先天性
心疾患であった衝撃の緩和が求められる。母親は子
どもの先天性心疾患がいのちにかかわり、緊急に入
院や手術を要することから、大きなショックを受け
て混乱すること（川上，Cusumano，2008）に加え、
結果から同様疾患児死亡に直面する衝撃による理解
阻害が示された。これらから、病気診断時から継続
して母親による子どもの病気の受け止め、あるいは
母親の周りで起こる出来事への反応を確認しなが
ら、縦断的支援を行うべきであると考える。
　次に、病気理解の追求困難を軽減するため、母親

の正しい情報収集を支持することが求められる。ま
ず医学的知識に関する病気説明の補助媒体不足が示
された。医師は母親の理解を向上させ、間違った情
報を得ることを防ぐのに役立つ WEB ページを勧め
るべきである（Knöchelmann, Geyer, & Grosser, 
2014）ため、看護師にも医師と協働した有効なイン
ターネット情報の提供や、説明パンフレットの工夫
を行うことで、媒体不足を補う役割が要求されると
考える。また同様経験談の参照困難が示された。こ
れに対し、類似する経験症例の中から参照できる情
報提供をする、入院時には無理強いしない程度に同
様の疾患をもつ子どもの家族と情報交換できる環境
を調整する、などの支援が可能である。また、母親
の専門知識不足も指摘されたため、支援の中でわか
りやすい言葉や表現の選択が前提になる。
　そして医師母親間の信頼関係形成困難を改善する
ため、母親と、主な情報提供者である主治医との橋
渡しをする役割が求められる。母親は、期間の空く
外来受診、頻回な主治医交代やその主治医異動情報
の不足、場合によっては転院による主治医交代に伴
う病気説明指示内容の差異により、混乱し、不安を
かかえていたことが明らかになった。これに対して
看護師は、保護者が知りたいことを把握し、医師の
病気説明をどう理解したのかを問い、補う橋渡しの
役割（田久保，宗村，奥野他，2008）を担う必要が
ある。したがって特に主治医交代の際は、注意して
新たな主治医と母親の関係性や病気説明内容を確認
し、母親への病気説明の補完や、母親の言葉の代弁
といった手段で、両者を結び付ける働きかけを行う
べきである。

2．�母親が子どもの成長に合わせた病気説明を行う
ための支援

　成長に付帯する病気説明選択要因への介入によ
り、母親は子どもの成長に合わせた病気説明をさら
に実施できるようになることが期待される。
　その介入として、まずは母親の病気説明の実施を
支援することが求められる。そのためには子どもの
評価要因について、母親がどのように子どもの年齢
や理解力を評価し、恐怖心や病気同一性、手術関連
記憶といった病気に対する思いに配慮しているかを
確認する必要があり、子どもの思考力や社会性の発
達を踏まえた上で、病気説明内容と子どもの要望に
不一致がないことを確認しなければならない。また

Ⅳ．考　察
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表 6　子どもに対して母親が行う病気説明プロセスの中で説明内容の選択に影響する要因に関する語り（テクスト）
構成概念名：構成概念の内容

テクスト　＜小構成概念の具体的な内容名＞ 小構成概念名：小構成概念の内容

成長に付帯する病気説明選択要因：子どもの成長にともなって多様化する病気説明内容の選択に影響をおよぼす要因

　すごい心配で心配で自分の身体のことを知っておきたいっていう年齢になったら説明すればいいしとかね。＜子どもの年齢＞

子どもの評価要因：
　母親による子どもの評価に関連
した要因

　（子どもへの病名の伝え方は）心臓の病気ですね。まだ、その病気、病名を言っても、理解できへんと思って、でも、例えば人
工血管でこうやって肺を直接つないでおるんだよとか、そういうことは伝えてあります。＜子どもの理解力＞
　判断基準は、いわゆる性格によるんじゃない。性格っていうか、あまりにも怖がりだったら言えないし、とか。＜子どもの病
気への恐怖心＞
　そう、それに知らないより、どうしてつらいんだろうっていうのは、実は（血流が）逆流してるから、心臓が頑張ってるから
それはつらいよね、その冬だとマラソンがあるけど、やめた方がいいよねとか。まあそもそも走れないけどね。だったら納得で
きるよね。自分が運動能力が低いんじゃなくて、心臓が弱いからできないんだって納得できるだろうし。＜子どもの病気同一性＞
　グレン（手術）に関しては子どもの記憶にまったくないのでしていないですけど、今してある手術のは、本当は汚い血が入っ
てきて、それを肺に送り出したりするんだけど、あなたの場合、それができないもんで、きれいな血を生み出すためのバイパス
手術をしてあるというのは説明はしてあります。＜子どもの手術関連記憶＞

　（説明をできるかどうかは）親子関係にもよるしね。結局その子の、親のかかわり方にもよるし、大きくなって親子の相性も
あるだろうし、病気だからって言ったって、結局親子でね、一緒だし、そこがうまくいってればお互いが歩み寄るけども、ここ
で、こんなんになってたら歩み寄れないとか、難しいよね、病気だけじゃなくて、その家族によってケースバイケースだと思う
ので。＜心疾患対話をベースとした母子関係＞

母子間の対話要因：
　母親と子どもの間の対話に関連
した要因

　全部が全部頭ごなしっていったら、全部がだめでは、もうどうせだめなんやろう、何をやってもだめなんやろうというふうに
マイナスに行っちゃうから、とりあえず上げて、そう、なるべく下がらんようにはして、でも、上げ過ぎるのも、だめやったと
きのショックが大きいので、上げ過ぎず、下げ過ぎずで、＜子どもの精神的負担への配慮＞
　もう自分で心臓が悪いというのを自覚させて、なるべくそれで心臓に負担をかけへんようにしていくのが、そんな急に言って
も無理なことやから、まあ、ちっちゃい時から、まめにこう言っておいて、歳が大きくなるにつれて、理解していける状態にな
ればいいなと思って。＜幼少期からの病気説明の継続性＞
　（運動制限で運動ができないことを）頭ごなしに言っても通じへんし、でも、できへんのは自分、本人が一番わかっておっての
八つ当たりやから、きつくも反抗もできへんし、少しはもう受け止めるしかないけど、私らも人間やねんでとは最近言って。
＜中略＞
　キレて、人に当たってくるけど、人間やでねって言って。あんたも生きておるでしょって。ママも生きておるがなというふう
にやって、何かもうぐちゃぐちゃのキャッチボールですね。＜母子コミュニケーションの中での葛藤＞

　自分が興味というか、自分の病気をどういうのかというのをやっぱり知りたい感じだったので、それですかね。＜子ども自身
の病気への関心＞

タイミング要因：
　療養生活におけるタイミングや
状況に関連した要因

　（手術の説明をしたのは）自分の病気はどんなのなのという感じでも聞いてきたので。いつだったか……。
＜中略＞
　頻繁でもないですけれども、お友だちがどこかの病院に診察に行ったとかいう、聞いたりすると、また自分はどういう病気っ
て聞いてきたりですね。＜子どもからの質問＞
　（今後の治療方針は）その時（：治療を行う時）に言うかな。このままでいいなら、このままでいいし、うん、ですね。そのと
きにならな、わからんかな。＜治療状況＞
　（学校での）将来のキャリア教育の、今ありますよね、中学校だと就職のこととか。結局、自分で食べていってもらわなきゃい
けないから、それは早くから言っています。職業の選び方とか、そういうのの話をしています。＜学校での教育内容＞
　例えば、マラソン大会があるねとなると話題に出たりとか、プールが始まるねとなると出たり。運動会の練習、しんどいよね
といって、無理しんでねみたいな感じですよね。やっぱり体育がきっかけになることが多いのかな。そういう話題になると話し
ますけど。＜疾患関連の生活イベント＞
　本当、肺動脈狭窄（の手術）のときは簡単に済むじゃないですか。新しい血管を入れて、ぴぴってやるんやけどって。1回目
の手術と、あっ、2回やったやつが、難しいですね、上の結滞動脈とあれをつなげてって言って、もうわからへんし、うーんっ
て。絵に描いたところで余計わからへんって言われるし。＜病気説明内容の難解さ＞

病気説明内容要因：
　病気説明内容がもつ特徴に関連
した要因

　高校は行けるかどうかわからんでねと言って、
＜中略＞
　とりあえず高校とかはまだそういう視野には入れていなくて、中学校の中での部活、これから学校の自然教室みたいなのもあ
るので、それに向けての自己管理の仕方とかをまあ話していますね。＜病気説明内容の未来想定度合い＞
　こういう時にはこうした方がいいのか、だめなのかとか。いっぱい思うんですよね、親はね、ちっちゃなことでも。ほかの子
はいいかもしれんけど、この子にとっては大丈夫なのか。いいのか、だめなのかとか、どこまでがよくて、だめなのかとか。も
うとりあえず走らせてみて、どのぐらいでだめなのかとか。ありますね、やっぱり。難しい。＜病気説明内容の子どもへの身体
的影響度＞

　その病気ごとにというか、病名ごとにそういうパンフレットとかがあったらいいですよね。大体心臓病というと、1個でこう
いうふうで、1個のあれがあって、これがないからこうなんだよというよりかは、その病気に対しての、病人に対してのパンフ
レットとかがあると、ちょっと病気説明しやすいかな。＜子ども用の病気説明補助媒体＞ 病気説明方法要因：

　病気説明方法に関連した要因　なるべくわかりやすく、わかりやすく、理解できる言い方で教えたいので。それが難しいですね、どうやって言おうか。適当
なことを言うと、何回も聞いてくるじゃないですか。もうちょっと意味がわからんかったって言って、だから、ダイレクトに心
に響かせるぐらいの簡単さで、どういうふうに伝えようかなという部分はありますね。＜母親の表現力＞

　もう（疾患があるがゆえの課題を）一個ずつクリアしていかないと、先はないよとは言って、だから、みんな（：きょうだい）
で頑張ろうねというふうに言って、本人も、じゃ、頑張るというふうですね。
＜中略＞
　何か調子が悪いことがあったら、きょうだい、もうみんなに伝えて、ここがちょっと調子が悪いで、ちょっと今日はもうやめ
てよとか＜きょうだいによるセルフケア協力体制＞ 家族介入要因：

　家族による介入に関連した要因　（子どもに言い返されることに対して）もうだめと思った時もあるし、そういう時も、もうちびちゃんたち（：きょうだい）、
はい、タッチとか言って、（病気説明の）助けをもらいながら、みんなで何とか、もううんうんって。＜きょうだいによる病気説
明への介入＞
　主人のほうが詳しく病気説明してくれるので。私もしゃべるんですけど、詳しく病気説明してくれる感じですかね。一緒に 2
人で言うって感じで。＜父親による病気説明への介入＞
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病気説明内容要因や病気説明方法要因については、
難解さなどの病気説明内容の特徴、医師の説明文
書・絵本・映像などの利用媒体があるといった説明
方法が、病気説明のしやすさに影響する（遠藤，堀
田，2016）とされている。内容が難しい病気説明で
あれば、母親の病気説明を補う目的で、子どもへの
媒体を用いた説明を母親とともに実施するなど、母
親の病気説明者としてのモデルになることで、病気
説明実施の困難感を軽減することができると考える。
　次に、母親が行う病気説明の補助が必要となる。
母子間の対話要因について、母子で子どもの病気に
関する話ができ、子どもも知りたいことを母親に尋
ねやすい関係をつくっておくと、その後も話しやす
い母子関係につながる（田畑，2010）ことから、縦
断的に母子の病気に関する対話状況を確認し、母親
がかかえる葛藤や子どもへの配慮に理解を示す必要
があると考える。時には、主治医に任せきりにする
のではなく、看護師が母親と相談をしながら子ども
に病気説明をする役割を担うことや、外来の相談窓
口を病気説明にも対応できるようにするなど、子ど
もに対する病気説明へ直接介入することも検討すべ
きである。
　そして病気説明を行うタイミングへの配慮が求め
られる。タイミング要因については、子どものライ
フイベント、子どもが関心を示した時、疾患や治療
関連イベントなどさまざまなタイミングがある（伊
庭，2005）とされる。また幼少期から病気をもつ子
どもにとって、身体的影響やセルフケアは生活の一
部同然であると予測される。よって成長に沿った、
進学などのライフイベントを把握し、病気説明に有
効なタイミングを予測し、状況に応じたリスクや子
どもへの伝え方を母親と確認することで、効果的に
病気説明を促せると考える。
　最後に家族を含めた病気説明の支援体制構築が求
められる。家族介入要因については、家族による病
気説明の分担や、セルフケアへの協力により、母親
が担うべき病気説明の選択がより明確になったと推
測される。よって母親だけでなく、各自が病気説明
を含めて役割をもてるよう、家族背景の把握、かか
わり方の助言といった継続的な支援が必要となると
考える。

　本研究は 1 施設において調査を行ったため施設の
特徴などが結果に反映された可能性がある。また今
後はさらに母親の病気説明の選択要因において、選
択要因同士や具体的な病気説明の内容との関連性に
ついて検討をしていく必要がある。
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