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　重症心身障がい児（以下、重症児）とは、重度の
知的障がいおよび重度の肢体不自由が重複している
18 歳未満の児童である（江添，2006）。不妊治療と
新生児医療の進歩により、我が国の重症児の数は近
年増加傾向にあり、全国に約 4 万 3,000 人が暮らし

ている。そのうちの約 7 割が在宅で生活していると
考えられ、2013 年より開始となった小児等在宅医療
連携拠点事業に伴い、高度な医療的ケアを有する小
児の在宅移行が推進されている（厚生労働省，
2014）。さらに医療機器の進歩によって、重症児の高
年齢化が顕著である（三上，三田，三田他，2014）
との報告もある。

Ⅰ．はじめに

レスパイト入院における重症心身障がい児の家族から
信頼を得るための経験豊富な看護師のかかわり

Expert nurses gaining the trust of families with children 
with severe motor and intellectual disabilities in respite hospitalization
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　経験豊富な看護師 11 名を対象に、重症心身障がい児（以下、重症児）のレスパイト入院時に重症児の家族から信頼を得
るために実践している看護師のかかわりについて明らかにすることを目的に質的記述的研究を行った。その結果、経験豊
富な看護師のレスパイト目的の入院における重症児の家族へのかかわりは、【少ない機会をとらえた意図的な介入】、【レス
パイト入院中の重症児の生活状況を詳細に伝達】、【家族の望みに沿った連絡】、【在宅でのケア方法の尊重】、【在宅での生活
リズムの保持】、【在宅の環境の取り込み】が抽出された。
　経験豊富な看護師は、誠実な態度で愛情をもって重症児に接していることを示すために重症児を理解したい思いを伝え、
家族が面会に来た時に重症児の生活状況を詳細に伝達していた。在宅のケア方法や家族の方針が特殊でもいったんは受け
入れ調整を行うことが、家族より信頼を得るために重要なかかわりであることが示唆された。

　The purpose of this study is obtain the nursing suggestions, at the time of respite hospitalization of children with 
severe motor and intellectual disabilities（SMID）. I make it clear about the nurse’s concerning which is being practiced to 
get trust from the family of SMID. We selected 11 expert nurse’s and semi structured interviews. Concerning the family 
of SMID in hospitalization of the respite purpose of an experienced nurse’s. As a result., six categories were constructed: 

“Intentional intervention that caught little chance”,“Detailed communication of the state those in respite hospitalization 
SMID.”,“I provided information according to the family’s requests.”,“A way of home care is respected”,“Maintenance of 
living rhythm at home”,“The environment at home is taken in.”An expert nurse informs the family.
　They show that I touch SMID with affection by the sincere attitude. The thought that I’d like to understand a serious 
illness child is told. At the coming, detailed information was provided to the family regarding the ways in which the life 
of a child with a serious illness could be enhanced. And a home care way and the case that it’s important concerning to 
adjust it after accepting once, to get trust from the family in a short period even if the family’s policy was special, were 
suggested.
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　在宅での重症児の主な養育者は家族である。家族
は重症児の昼夜を問わない高度医療的ケアに疲労感
をもち、一時的にサービスを利用して休息をするレ
スパイトのニーズは高まっている（子吉，2015）。し
かし重症児が施設の入院によって受けるレスパイト
目的の入院（以後、レスパイト入院とする）の利用
は増えない状況がある。その理由として、専門的知
識を有する看護師の人員不足があげられている（水
戸，高嶋，末光，2014）。また竹本，船戸（2015）は
重症児のレスパイト入院を含む短期入院のうち何ら
かの追加医療が必要になったケースが154名（5.1％）
であり、その理由として発熱が最も多く、次いで更
衣中の骨折や、食事中の誤嚥などであると報告して
いた。このデータは、複雑な医療的ケアを有する重
症児のレスパイト入院のニーズが高まる中、入院に
伴う重症児の状態悪化の可能性が示されている。さ
らに高度な医療的ケアが複数必要な重症児では、ま
すます受け入れ可能な施設が少ないのが現状である

（別所，入江，山田他，2013）。
　これらよりレスパイト入院の利用者が増えない要
因の一つに家族の我が子の状態に対する不安が考え
られる。しかしレスパイト入院において重症児家族
の不安を軽減させるためにかかわることは、家族が
休憩のため不在であるというレスパイト入院の特徴
から看護師にとって難しさが予測される。そのため
レスパイト入院における重症児家族へのかかわりは
非常に専門的な知識と配慮を必要とすると考えられ
る。在宅養育を継続する家族は看護師をはじめとす
る医療職へ異なる支援ニーズをもっているが具体的
な援助方法は明らかにされていない（石川，田村，
帷子他，2016）。また在宅で重症児を養育している家
族の約 4 割は、訪問看護師と病棟看護師の連携が全
くとれていないと認識し、病院から在宅へ途切れな
い継続した支援を求めていた（水落，益守，2016）。
　そこで本研究では、レスパイト入院において重症
児の家族から信頼を得るために、経験豊富な看護師
がどのようなかかわりをしているかを明らかにする
ことを目的とする。レスパイト入院は、病棟看護師
が在宅養育中の重症児家族とかかわることができる
機会となるが、短時間で家族との信頼を得ることは
困難な場合が多い。経験豊富な看護師の実践を明ら
かにすることによって、レスパイト入院時の重症児
家族への支援と、病院と在宅の途切れない継続した
看護の実践に活用できると考える。

1．研究デザイン
　半構造化インタビューを用いた質的デザインとし
た。

2．研究協力者
　研究協力者は、重症児のレスパイト入院を受け入
れている 2 施設に所属している看護師で、重症児の
レスパイトケア看護経験が 5 年以上もしくは施設に
おけるクリニカルラダー評価がⅢ以上の看護師 11
名とした。

3．用語の定義
　本研究における用語については下記のように定義
した。
　重症心身障がい児：重度の肢体不自由と重度の知
的障がい（IQ35 以下）を重ねてもつ 18 歳未満の児
を示す。
　レスパイト：在宅で過ごす重症心身障がい児・者
と家族がサービスを利用して休息すること。
　レスパイト入院：医療施設に重症児が入院して家
族が休憩することを示す（酒井，2017）。
　経験豊富な看護師：重症児看護経験が 5 年以上、
もしくは看護師ラダーレベルⅢ以上を到達している
看護師を示す。ベナー看護論において中堅以上の看
護師として膨大な経験を積んでおり（Benner, 2005／
2015: Benner, Kyriakidis, & Stannard, 2005／2012）
その部署において水準の高い看護ケアを効率よく提
供できると評価を受けていることを選定条件とした。

4．調査手順
　研究参加者への募集は、重症児のレスパイト入院
での看護援助の経験がある看護師に研究協力を得る
ことが必要であったため、都市部の重症児のレスパ
イト入院を受け入れている、周産期母子総合医療セ
ンター 1 施設と重症児を療育している 1 施設の合計
2 施設に依頼した。
　研究の依頼は、看護部長を通じて重症児の看護を
実践している部署の看護師長に、協力者の基準を満
たし、研究協力可能な看護師の経験年数が均等にな
るよう 5 年ごとに 3 名～4 名を選定し、了解を得て
もらう方法で行った。研究協力の同意が得られた看
護師に研究者が指定された日時と場所で口頭と文書

Ⅱ．研究方法
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にて研究について説明を行った。
　協力者のプライバシーが守られる個室でインタ
ビューガイドに沿って重症児のレスパイト入院時の
家族への支援について半構造化面接を実施し同意が
得られた場合に録音した。録音した内容から逐語録
を作成した。

5．調査期間
　データ収集期間は 2016 年 6 月～8 月である。

6．分析方法
　逐語録を熟読し、重症児のレスパイト入院にかか
わる看護師が、その重症児の家族へどのような実践
によって信頼を得ようとしているかについて語られ
た内容を抽出した。その看護師が行っている家族へ
の実践を 1 記録単位として、意味を読み取り、要約
した上でコード化を行った。内容分析法を用いて
コードの類似性に着目してサブカテゴリー化、カテ
ゴリー化を行った。
　コード化の段階で研究協力者に内容の確認を依頼
した。なお真実性の確保のために、文脈単位の抽出
からカテゴリー作成の一連の過程において質的研究
の経験のある小児看護学の研究者 2 名にスーパーバ
イズを受けながら研究者と指導者の計 3 名の意見が
一致するまで検討を繰り返し行い、データ解釈と妥
当性の確保に努めた。

7．倫理的配慮
　研究協力を依頼した所属長には、口頭と文書にて
研究計画を説明し承諾を得た。その後、研究協力の
候補者へ文書配布を依頼した。研究の承諾が得られ
た研究協力者には、都合のよい時間に、研究者から
研究の目的、方法、結果公表、プライバシーの保護、
匿名性の厳守、不利益からの保護、研究への自由な
参加について文書と口頭にて説明したあと、署名に
て同意を得た。本研究は所属機関の倫理審査委員会
の承認を得て行った。

1．研究協力者の概要
　研究参加者 11 名の所属は、周産期総合母子セン
ター 6 名、重症児専門療育センター 5 名であった。
看護師の重症児看護経験年数は 3 年～4 年が 2 名、5

年～9 年が 2 名、10 年～19 年が 4 名、20 年以上が 3
名であった。ラダーⅢ以上で対象となった経験年数
が 3 年～4 年の看護師は 2 名だった。インタビュー
時間は、平均 59.1 分であった。

2．�レスパイト入院における重症児の家族から信頼
を得るための経験豊富な看護師のかかわりの分
析

　分析の結果、レスパイト入院している重症児の家
族から信頼を得るための看護について、38 コード、
12 サブカテゴリー、6 つのカテゴリーが抽出された

（表 1）。【　】はカテゴリー、〈　〉はサブカテゴ
リー、「　」はコード、イタリック体はデータ、（　）
は研究者の言葉を示した。
1）【少ない機会をとらえた意図的な介入】

　【少ない機会をとらえた意図的な介入】とは、レス
パイト入院中にかかわる時間が少ない重症児の家族
が不在の間も看護師が誠実な態度で重症児へ接して
いることを含み、少ない機会をとらえて家族に積極
的にかかわっていることを示す。このカテゴリー
は、〈家族に看護師の看護に臨む姿勢を理解しても
らう〉、〈家族とのコミュニケーションを積極的に図
る〉、〈家族から重症児の個別性を見極める情報を得
る〉の 3 サブカテゴリーによって構成した。
　〈家族に看護師の看護に臨む姿勢を理解してもら
う〉は、「対応の難しい家族と関係性を築くことがで
きるように努力をする」、「家族の在宅養育の苦労を
理解しねぎらう」、「家族には重症児を一生懸命にケ
アしている姿勢を示す」、「重症児を理解したいとい
う思いを家族に伝える」などの 5 コードから成り
立った。
　「対応の難しい家族と関係性を築くことができる
ように努力をする」の具体的なデータは、下記のよ
うな内容であった。
　“自分で一生懸命看ているお母さんは本当に要求
が多いので、そこをなんか、もう口うるさいって
なってしまうのですけど……その子にとってはお母
さんが一番の理解者なので、そこを教えてくださ
いっていくのが……一番うまくいく。なんかあった
ら上からいってしまう人が多いですよね。間違って
いる方法とかって思って。（中略）もうそれでうまく
いかない。関係が築けない。”（G）
　また〈家族とのコミュニケーションを積極的に図
る〉は、「入院時にしっかりコミュニケーションを図

Ⅲ．結　果
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る」、「レスパイト入院中に家族の面会がある時は必
ずコミュニケーションをとる」など 4 コードから構
成された。
　“レスパイトの家族って基本的には来ないので、
来られた時とさよならの時はきちんとコミュニケー
ションをとります。”（K）
2）�【レスパイト入院中の重症児の生活状況を詳細
に伝達】

　【レスパイト入院中の重症児の生活状況を詳細に
伝達】とは、看護師はレスパイト入院中の重症児へ
のケアを注意深く行っていることを家族へ示すため
に、重症児の生活状況を詳細に情報伝達しているこ
とを示す。これは〈レスパイト入院中の重症児の生
活状況を詳細に伝達〉のサブカテゴリーで、「家族か
ら質問がある前に重症児の様子を伝える」、「退院時
にレスパイト入院中に大きな変化がなかったことを
伝える」などの 9 コードで構成された。
　“状態を伝えるようにはしています。来た時の夜
間はこうでしたよとか、好きな DVD かけていたら
穏やかに寝ていきましたよとか伝えたらわかっても
らえる。”（E）

　“打撲斑ひとつでも先に伝えますね。お母さんに
先に気付かれてはだめです。気が付かれる前に伝え
ます。でないと信頼が崩れます。”（H）
3）【家族の望みに沿った連絡】

　【家族の望みに沿った連絡】とは、看護師がレスパ
イト入院中の重症児の変化について、家族の望みに
沿った連絡をする努力を行っていることを示す。こ
れは、〈家族と連絡内容を相談する〉、〈家族のニーズ
に応じた連絡内容に努める〉の 2 サブカテゴリーで
構成した。〈家族のニーズに応じた連絡内容を相談
する〉は、「レスパイト入院中に状態の変化があった
場合は、主治医よりも先に家族に対応を相談する」
などの 2 コードが含まれた。
　“レスパイト入院では、何かあったとき、例えば発
熱したり呼吸状態が悪くなったりしたら、医者では
なくてお母さんに聞きますね。どうしたらいいで
しょうか？　って（夜中でも？）はい。夜中でも……
連絡してほしいと言われるお母さんには聞きます。
勝手に酸素使ってはいけない子どもさんもいます。
当直医ではそこがわからないから。そこが一番普通
の入院とは違う点だと思います。”（J）

表 1　レスパイト入院における重症児の家族から信頼を得るための経験豊富な看護師のかかわり
カテゴリー サブカテゴリー コード

少ない機会をとらえた
意図的な介入

家族とのコミュニケーションを積
極的に図る

入院時にしっかり家族とコミュニケーションを図る
レスパイト入院中に家族の面会がある時は必ずコミュニケーションをとる
初回のレスパイト入院である家族に明るく接しこまめに声をかける
院内でのイベント時に面会がある場合は一緒に参加できるように調整する

家族に看護師の看護に臨む姿勢を
理解してもらう

家族には重症児を一生懸命にケアしている姿勢を示す
対応の難しい家族と関係性を築くことができるように努力をする
家族の在宅養育の苦労を理解しねぎらう
レスパイト入院中のケアは同性介助を行う
重症児を理解したいという思いを家族に伝える

家族から重症児の個別性を見極め
る情報を得る

レスパイト入院時に家族へまず重症児の好きなことを聞く
家族に重症児の一番注意しなければならないことを聞く
表情の変化や手先の動きからの感情の読み取り方について確認をする

レスパイト入院中の
重症児の生活状況を
詳細に伝達

レスパイト入院中の重症児の生活
状況を詳細に伝達

退院時にレスパイト入院中の記録を家族に見せて経過を説明する
退院時にレスパイト入院中に大きな変化がなかったことを伝える
退院時にレスパイト入院中の栄養摂取状況を伝える
退院時にレスパイト入院中の筋緊張の状況を伝える
退院時のレスパイト入院中の排泄の状況を伝える
退院時にレスパイト入院中のレクリエーション活動の様子を伝える
退院時にレスパイト入院中の睡眠の状況を伝える
家族から質問がある前に重症児の様子を伝える
家族から要望のあったケアを実践していたことを伝える

家族の望みに
沿った連絡

家族のニーズに応じた連絡内容に
努める

レスパイト入院中は連絡が不要と言われる家族には退院時にまとめて情報を伝える
レスパイト入院中に状態の変化があった場合は、主治医よりも先に家族に対応を相談する

家族と連絡内容を相談する レスパイト入院中に重症児に少しでも変化があれば家族に連絡する
レスパイト入院時に家族へどのような状況で連絡をするか確認をする

在宅でのケア方法
の尊重

在宅でのケア方法で実施する
レスパイト入院前から家族に質問紙に回答してもらい在宅ケアの情報収集をする
レスパイト入院中の発熱やけいれんの対応は、在宅ケアの方法に合わせる
在宅ケア方法が複雑な場合は動画を作成しケアの統一を図る
ポジショニングの方法を写真撮影してベットサイドに掲示しておく

在宅でのケア方法の受け入れに努
める

在宅ケア方法が特殊であると感じても、まずはその方法を受け入れて実施する
レスパイト入院中に実施することが難しい在宅ケアは家族に代替案を提示する

在宅での生活
リズムの保持

在宅での睡眠パターンを保持する
レスパイト入院中の就寝時間は在宅の時間にできる限り近づける
家族が睡眠導入剤の使用に抵抗がなければ早めに使用する
入眠困難時の睡眠導入剤の使用は家庭での使用時間に合わせる

ケア時間を在宅と合わせるように
する

レスパイト入院中は夜間のおむつ交換のタイミングを在宅の時間に合わせる
重症児の処置は在宅で実施している日常的な時間に近づける

在宅の環境の
取り込み

好きな音楽を活用する 好みのDVDや音楽などを再生して在宅での環境に近づける
重症児のレスパイト入院の寂しさを紛らわすために、在宅から持参した音楽を流す

室内環境に注意を払う
枕、布団などの持参物品は使用して在宅の環境に近づける
在宅の生活環境を考慮しレスパイト入院中の環境音の調整をする
在宅の環境温度を参考に室温調整する
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4）【在宅でのケア方法の尊重】
　【在宅でのケア方法の尊重】とは、レスパイト入院
において看護師は、重症児の在宅でのケアを尊重す
るかかわりを行っていることを示す。これは、〈在宅
でのケア方法で実施する〉と〈在宅でのケア方法の
受け入れに努める〉の 2 サブカテゴリーから構成し
た。
　“（在宅ケアを教えてくださいって？）そういうふ
うにしているのですねって……。（受け入れる？）そ
うですね。受け入れる。まずは。それでも違うと
思ったら、こんな方法もありますよって言う。（そう
するとご家族は受け入れられることもあります？）
関係性が築けていたら。まずはその子のことを教え
てくださいっていう姿勢が大事。”（G）
5）【在宅での生活リズムの保持】

　【在宅での生活リズムの保持】とは、看護師はレス
パイト入院中の重症児に対して在宅でのケア時間に
合わせるなどにより、入院中も在宅の生活リズムで
過ごせるよう配慮していることを示し、〈ケア時間
を在宅と合わせるようにする〉と〈在宅での睡眠パ
ターンを保持する〉の 2 つのサブカテゴリーから構
成した。
　“レスパイト（入院）は在宅と同じにするのが大
切。何かを治すのが目的ではないから。でケアの時
間も合わせるようにしている。そうしないと子ども
に負担。子どもに負担があると家族は安心できな
い。”（B）
6）【在宅の環境の取り込み】

　【在宅の環境の取り込み】とは、看護師はレスパイ
ト入院中の重症児の過ごし方を在宅の環境に近づけ
ていることを示す。これは、〈好きな音楽を活用す
る〉と〈室内環境に注意を払う〉の 2 サブカテゴリー
から成り立つ。〈好きな音楽を活用する〉は、「好み
の DVD や音楽などを再生して在宅での環境に近づ
ける」、「重症児のレスパイト入院の寂しさを紛らわ
すために、在宅から持参した音楽を流す」の 2 コー
ドから構成した。
　“レスパイト入院の際に持参している DVD を流
していますね。やっぱり寂しいと思います。家族と
離れた入院は。”（D）

1．�レスパイト入院中の短期間のうちに家族の特徴
をとらえた援助

　経験豊富な看護師の【少ない機会をとらえた意図
的な介入】というかかわりは、レスパイト入院中に
重症児に対してどのように看護師がケアしているか
をみることができない家族の不安を軽減することを
目的にしている。これは、家族に対して入院施設に
訪れる少ない機会を有効にとらえ、看護師の姿勢や
意図の理解を深める援助であると考える。そして具
体的な援助として、【レスパイト入院中の重症児の
生活状況を詳細に伝達】を行い、重症児の様子を詳
細に家族に伝えている。この援助に含まれる詳細な
重症児の様子を伝えるケアは、単なる情報提供では
なく、看護師が重症児に注意深くケアしていること
を具体的に伝えることが重要と認識しているためと
いえる。詳細に観察しているからこそ、判断が難し
い状態の変化や、また変化のなかったことまでを把
握しているといえる。これらの援助は、経験豊富な
看護師であるからできるものである。看護師は注意
深くケアしているという看護の姿勢を、重症児の入
院中の生活状況を詳細に伝えるというかかわりを通
して家族に示しているといえる。
　これは在宅の重症児家族がレスパイト利用希望の
関連要因として、重症児をかわいがるスタッフの存
在を報告していた（西垣，黒木，藤岡他，2014）結
果に類似する。さらに市原（2016）が、長期的に医
療機関に通院する子どもと家族のかかわりにおい
て、その人を理解しようとする看護師の取り組みが
患者の心をひらくと報告している内容と類似する。
看護師は、家族に重症児の栄養、排泄、睡眠やレク
リエーション活動まで詳細に伝え、また重症児を理
解したいという考えや姿勢だけでなく、家族が不在
時も丁寧に愛情をもって重症児に接していることを
伝えることになる。看護師は、レスパイト入院にお
いて、家族が我が子を家族同様にかわいがりケアし
てくれるかという不安を受け止めていると考えられ
る。そしてレスパイト入院での看護師のかかわり
は、重症児が在宅からの日常生活を変わりなく過ご
すことを大切にしているかかわりである。
　さらに看護師は、まずは重症児家族の方針や在宅
のケア方法を受け入れようとしていた。それは、家
族が医療従事者の親の疑問に対する素早い対応や、

Ⅳ．考　察
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子どもや家族の立場に立つ態度については肯定的に
とらえるが、逆にそれらがない場合は、否定的にと
らえる（沼口，前田，永濱，2005）という重症児家
族の特有な心理状態を理解していると予測される。
看護師は、重症児と家族を短期間のかかわりのうち
に、この特有な心理状態にあるために対応が難しい
家族と信頼関係を築くよう努力している。

2．レスパイト入院中の家族の不安を軽減するケア
　看護師は、重症児がストレスを感じないように配
慮し、特有な在宅ケアであっても動画などを使って
受け入れを試みることによって、【在宅でのケア方
法の尊重】を行い、重症児の健康を守っている。中
野（2005）は、慢性状態にある患者と暮らす家族は、
家族の生活に介護を組み込み、病状や障害のレベル
に合わせながら生活を調整していると報告してい
る。【在宅でのケア方法の尊重】は、家族の生活を優
先したかかわりであり、家族からの信頼を得るため
に重要な援助であると考える。しかし、レスパイト
入院中に実施が困難と判断した場合には、家族に代
替案を提示することで、信頼関係を保つように調整
する努力もしていた。
　またレスパイト入院中に重症児の状態が変化した
際には、主治医よりも先に家族に対応を相談してい
た。看護師は通常の加療目的の入院とは異なる、レ
スパイト入院に重症児は心理的要因から筋緊張をき
たしやすく（石井，2016）、その筋緊張亢進がさまざ
まな合併症を引き起こすことがあるととらえている
と推測できる。レスパイト入院という重症児にとっ
て普段と異なる環境と支援者から受ける医療的ケア
は、重症児にとってはストレスであると考えられ、
普段より筋緊張を起こしやすい状況であるといえ
る。そして筋緊張からさまざまな健康障害へと進行
するため、レスパイト入院中は竹本，船戸（2015）
の報告にあるように健康障害を起こしやすい。しか
し看護師は、その場合の相談を家族に優先的に行っ
ていた。これは、レスパイト入院中に重症児の状態
変化があった場合は施設のみで判断するのではな
く、日常を熟知している家族の判断を参考にするか
かわりである。看護師は在宅のケア方法を尊重し、
重症児の状態に変化があった時は家族に対処方法を
連絡することで、経験的にレスパイト入院中の重症
児の状況を判断できると認識している。同時に、入
院中の重症児の様子を直接見ることができない家族

の不安の軽減につながると考えている。この対応
は、レスパイト入院における重症児の経験豊富な看
護師の特徴的なかかわりであり、家族は安心して我
が子を預けることができると考えられる。

　レスパイト入院における重症児の家族への経験豊
富な看護師のかかわりの実際が明らかになった。こ
れらの家族へのかかわりは、6 つのカテゴリーに分
けられた。経験豊富な看護師は、この 6 つの大きな
かかわりから、重症児家族の状況を判断していると
考えられる。その専門技術は、重症児と家族への熟
練した看護技術だといえる。Benner, Kyriakidis & 
Stannard（2005／2012）は患者の家族との信頼関係を
築くことが家族を援助する上で欠かせないことであ
り、患者や家族の状況に対する解釈に基づいて、家
族に情報や援助を提供していると述べており、今回
得られた重症児家族への看護師の援助は、レスパイ
ト入院中に在宅で養育する重症児と家族の休憩が必
要となった状況を察知していると考えられる。経験
豊富な看護師は、家族からの対応が難しい要望に関
しても丁寧にかかわり、家族に対する詳細な情報提
供や相談を行うことによって、重症児家族の状況を
判断し、家族が訪れる少ない機会をとらえ、家族の
ニーズに合わせた個別的で有効な援助を実施してい
ると考えられる。
　また酒井（2017）は、レスパイト入院は長期在宅
中の重症児の在宅ケアを作り上げる機会になると報
告している。家族を支援していく病棟看護師は、在
宅移行期には地域との連携をもちながら、その後レ
スパイト入院において在宅ケアの確認を行いながら
作り上げていくことができる。さらに病棟看護師
は、在宅での養育状況を観察し、その重症児と家族
に応じた援助を行うことによって、重症児の家族の
不安を軽減させていると考えられる。経験豊かな看
護師が実践している重症児家族への援助の一部をイ
ンタビューによって明らかにすることができた。
　今後も経験豊富な看護師の内面に蓄積された言語
化されていない看護の経験知を活用することが必要
である。そうすることで、経験の浅い看護師のレス
パイト入院時のスムーズな家族に対する援助につな
がると考える。そして、在宅で養育される重症児と
家族に対する継続した看護となる。それらは、小児

Ⅴ．看護実践への示唆
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病棟で長くケアを受けていた重症児の成人への移行
にも生かすことができ、多くの看護師が重症児看護
を実践できることによって、レスパイ入院の受け入
れ施設の拡充が期待できる。そして多くの重症児と
家族が長期的な在宅養育が可能になると考える。

　本研究は、経験豊富な看護師の、重症児のレスパ
イト入院における家族から信頼を得る看護に焦点を
当て検討した。しかし協力者は、2 施設 11 名に限定
しており、実際の看護ケア場面を観察したものでは
ないことから一般化には限界がある。今回得られた
結果を基に、レスパイト入院時に重症児の家族が安
心できる看護支援を検討することが今後の課題であ
る。
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