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看護師が重症心身障害児の感情を捉える視点

田中美央1）・小寺早紀2）・住吉智子1）
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Ⅰ．は じ め に

近年，医療の進歩に伴い重症心身障害児（以下，重症児と
する）が増加傾向にある。重症児は，自分の意思や感情を周
囲に明確に表現することが困難である場合が多く，わずかに
口角を動かす等の微細な反応やサイン，呼吸，筋緊張など生
理的変化等で，その感情を表現している。そのため，周囲が
子どもの反応を捉え，それを子どもの意思や感情として意味
づけ読み取ることが求められる。在宅重症児を育てる家族へ
の先行研究によると，家族以外が重症児の感情や意思を捉え
対応することが難しいため，結果的に母子分離困難の状態に
陥りやすく1），家族が社会資源やサポートを活用しにくい現
状が報告されている。一方，ケアを担う看護師に対する調査
では，重症児の反応を理解する方法が見つからず，戸惑いや
不安，困惑を感じていることや，重症児看護の経験年数が少
ないほど困難感が強いことが報告されており2），支援する側
の困難も明らかになっている。そこで，重症児の感情を捉え
た経験がある看護師の経験から，どのような反応を読み取
り，感情を理解しているのか，その視点を明らかにすること
が重要であると考えた。重症児ひとりひとりの反応は非常に
個別であるが，かかわる看護師の感情を捉える視点を明らか
にすることは，今後の重症児の支援の一助になると考える。

Ⅱ．目　　　的

本研究では，看護師が重症児の感情を捉える視点について
明らかにすることを目的とした。なお，重症児個々の反応に
は個別性があるため，本研究では特定の 1名の重症児の感情
や反応に対する，複数の看護師の視点を明らかにした。用語
の定義として，「感情」を「重症児が外界の刺激や感覚によっ
て引き起こされる態度や意識で，快・不快，苦痛，怒りなど
の気持ちのこと」とする。

Ⅲ．方　　　法

1．研究デザイン；参加観察研究・質的研究

2．研究対象；① X県内の重症児病棟で勤務する看護師
12 名。重症児の感情を捉えた経験がある看護師で，かつ日
常的に児のケアを行っている者とした。②看護師が感情を捉
える重症児は，病棟管理者と相談し特定の 1名を選定した。
児は大島分類 1で代諾者の同意が得られる者とした。
3．データ収集方法
1）対象となる児の反応と看護師の日常の関わりやケア内
容について，研究者自身が理解することを目的とし，事前に
3日間，対象となる児と関わる場面を設けた。
2）参加観察後のインタビュー。児の日常ケア場面での参
加観察を 5日間行い，適宜その意図についてインタビューし
フィールドノートに記録した。研究手法は舟島の非参加型観
察法3）を参考に実施した。参加観察のインタビューは研究目
的，方法等，倫理的配慮に基づき説明を行い同意が得られた
対象へ実施した。
3）質問紙調査。看護師に患児への関わりに関する自由記
述式調査を行った。質問紙の内容は，看護師の属性，児の反
応を理解する視点や関連情報，自分なりの解釈のパターン，
解釈後の関わりの変化や工夫，関わる上で大切にしているこ
と，についてであった。アンケートはインタビューを実施し
た看護師 5名も含め，児のケアを担当する 12 名の看護師全
員に実施し無記名で回収を行った。
4．調査期間；2013 年 8 月。
5．分析方法；看護師の属性は平均値を求めた。それ以外
の全てのデータは，文章化し，記述したテキストを分析した。
重症児の感情を捉える視点に沿う最小内容のまとまり（コー
ディング1）を抽出し，それを類型化しコーディング2とし，
さらに類似性からカテゴリー化を実施した。信頼性確保のた
めに，研究者間での内容検討を全行程で実施した。

Ⅳ．倫理的配慮

新潟大学医学部保健学科看護学専攻研究倫理審査委員会の
承認を得た。看護師が感情を読み取る対象児の代諾者と参加
観察後のインタビューを行う看護師に研究目的や方法，任意
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性，匿名性，自由意思の遵守，結果公表について説明し同意
を得て実施した。アンケートは用紙と上記の倫理的配慮に加
え，業務評価に影響がないことを明記した説明書を同封し郵
送にて回収した。

Ⅴ．結　　　果

1．対象者の属性
①看護師；参加観察とインタビューの対象者は 5名，アン
ケート回収 7名（回収率 58.3％）でのべ 9名，全員女性だっ
た。看護師の平均経験年数は 29.6 年で，重症児看護の平均
経験年数は 20.7 年であった。
②対象児；10歳代前半，医療ケアは胃ろう・経管栄養で，
出生時から脳性マヒの診断を受け，一時在宅生活を送ってい
たが数年前に施設入所されていた。
2．看護師が児の感情を捉える視点
1）児の感情を捉える視点（表 1）
看護師が児の感情を捉える視点として，6つのカテゴリー，
40 のコーディング 2，83 コーディング 1を抽出した。カテ
ゴリーは【表情，声，動き】，【環境】，【呼吸循環，排便，姿
勢，睡眠などの日常性の維持】，【苦痛や不快の有無】，【快の
有無】，【発達段階をふまえたその人らしい生活】であった。
以下カテゴリー名は【　】，コーディング2は〔　〕，コーディ
ング 1の数は（　），記述内容は「　」で示す。
　 ①【表情，声，動き】は，〔目の動き・まばたき・視線
（8）〕，〔表情（6）〕，〔口の動き（3）〕，〔声と強弱（7）〕，〔声
の有無（1）〕，〔繰り返す声出し（1）〕から構成される。
「怒っている時は目を見開くと思う」や，「苦手な右側臥位
になった際に，声出しを繰り返すことがある」など，児か
ら主体的に発せられる表現の変化に注目していた。

　 ②【環境】は〔寝具の状況（1）〕〔学校の有無（1）〕〔周
囲の雰囲気（1）〕から構成される。「枕やシーツ，おもちゃ
などの環境」が整っているか，「他の児たちと一緒にいる
雰囲気を児がどう感じているのか考える」ことを視点とし
ていた。
　 ③【呼吸循環，排便，姿勢，睡眠などの日常性の維持】
は，〔呼吸循環の安定（3）〕，〔末梢循環障害の有無（1）〕，
〔全身の状態（1）〕，〔安楽な姿勢（1）〕，〔睡眠不足の有無
（2）〕〔皮膚の冷感（1）〕，〔皮膚色（1）〕，〔皮膚の汚れや
異常の有無（1）〕，〔排尿・排便状況（2）〕〔最近や前日と
の比較（2）〕，〔時間の間隔（1）〕から構成される。看護
師は，「怒って筋緊張が強くなり呼吸が止まる」，「麻痺側
も含めて循環障害による苦痛が無いか確認する」，「寝不足
なのにずっと覚醒していた」というように，児の日常性を
把握したうえで，その変化から児の感情を考えていた。
　 ④【苦痛や不快の有無】は〔手の動き（7）〕，〔筋緊張
や硬直（5）〕，〔嫌いな体位（3）〕〔苦痛の表情（2）〕，〔体
の動き（2）〕，〔唾液の量（2）〕，〔皮膚の汚れ（1）〕〔目を
見開いて怒りを表現（1）〕から構成される。看護師は「苦
手な側臥位になった際に顔をしかめる」などの苦痛や，「特
に動く右手が下になる右側臥位の時はその反応が顕著であ
る」，「流涎で枕やタオルが濡れて不快を感じていないかみ
る」，「怒っている時は目を見開くと思う」といった児の不
快な気持ちの有無を判断していた。
　 ⑤【快の有無】は，〔楽しい表情（4）〕，〔機嫌のよい時
の首の動き（3）〕，〔安心している表情（1）〕，〔足の動き
（1）〕，〔視線を向ける（1）〕から構成される。「音楽に合
わせて首を動かしている」ことや，「首を小刻みに動かし
ながら看護師を見ている」ことを把握し，快の感情を捉え

表 1　看護師が児の感情を捉える視点
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ていた。
　 ⑥【発達段階をふまえたその人らしい生活】は，〔児の
年齢に合った楽しみ方（1）〕，〔児の年齢に応じた社会的
状況（1）〕から構成される。「童謡よりも中学生が聴くよ
うなポップス等を好むのではないか」や「学校の長期休暇
中だからゆっくり過ごせるようにする」と考え，発達段階
から想定される生活を児が過ごしたいと考えていると想定
する視点が挙げられた。
2）複数の視点の統合と解釈
さらに，看護師は上記の視点を複数組み合わせて感情の把
握を行っていた。今回は，苦痛の場面，快の場面，排尿のサ
インの場面が抽出された。①苦痛の場面；この場面では，苦
痛の表情，排便，声出し，嫌いな体位，目線，首の動き，体
の動き，身体の力み，呼吸の状態，姿勢をそれぞれ組み合わ
せて考え，「側臥位になった際に怒ったような声出しや顔を
しかめる」などのように要素を関連させて児の苦痛を解釈し
ていた。②快の場面；この場面では，児の快の表情，声出し，
右手の動きを組み合わせて考え，「嬉しくて楽しそうな表情
をして声を出している時は右手も良く動かす」等，児の快の
感情を捉えていた。③排尿のサイン；この場面では，声出し
と排尿，排尿・排便状況を組み合わせて考え，「尿が出た時
に必ず声出しがある」などのように児の排尿のサインを捉え
ていた。
3．感情を捉える場面の特徴
感情を捉える時の 4つの特徴として，前日との比較，全体
の関連性，時間の間隔，発達・年齢が挙げられ，8つのコー
ディングから構成されていた。
1）前日との比較；看護師は，「前日の状態を把握してから
今日の状態を観る」ことで，児の現在の状態と前日の状態を
比較し変化を捉えることで，児の現在の反応や感情を把握し
ようとしていた。
2）全体の関連性；「その時の状況，例えば眠い，側臥位に
なった，音楽を聴いた，他の患児たちと一緒にいるなどを含
めて，Aさんがどう感じているのかを考える」など，看護
師は児を取り巻く状況全体から児の反応や感情を考えていた。
3）時間の間隔；看護師は，「毎日の排尿，排便の時間帯が

あるのでその時間かどうか」，時間の間隔を把握することで，
児の反応や感情を予測していた。
4）発達・年齢では「思春期の児であり，童謡よりも思春
期の児が聴くようなポップス等を流してあげたほうが好きな
のではないか」等，児の年齢を考慮していた。
4．看護師が関わりで大切にしていること
9つのカテゴリー，17 のコーディング 2，27 のコーディン
グ1を抽出した。カテゴリーは【できるだけ声をかける】，【関
わった後の反応に関心を向ける】，【苦痛を最小限にする】，
【日常性を維持できるように関わる】，【児が楽しめるように
関わる】，【発達段階に応じた関わりの工夫】，【日々のケアへ
の反応の比較】，【気持ちを代弁して言葉にする】，【安全で安

楽に過ごせるようにする】であった。
　 ①【できるだけ声をかける】は，〔反応がなくても事前
に声かけをしてから関わる（4）〕，〔できるだけ声掛けを
多くする（3）〕の 2つから構成される。看護師は，「行動
をおこす際に声かけをする」，「身体を触って何かをする時
には，反応がないかもしれなくても必ず声かけをし表情を
確認する」等，児に対しての行為の前に声かけを行ってい
た。
　 ②【関わった後の反応に関心を向ける】では，〔児の変
化を捉えてから次の働きかけをする（1）〕，〔話しかけた
後の変化を見る（3）〕の 2つから構成される。看護師は
児に「声かけをして少し待ってわずかな表情等の変化を確
認してから，次の動き，働きかけをしていく」というよう
に，患児の〔話しかけた後の変化を見る〕ように関わって
いた。
　 ③【苦痛を最小限にする】では〔児の苦痛を把握しなが
ら援助を調整する（3）〕から構成される。看護師は「体
位交換や座位保持椅子に乗車の際，嫌がって右側臥位に対
する拒否的な行動が多く見られる為，できるだけ起きてい
る時は右側臥位を短くし，左側臥位を長めにする」等，児
に必要なケアを提供する際にも苦痛の軽減に努めていた。
　 ④【日常性を維持できるように関わる】では，〔眠れる
環境にするために関わりの時間を調整する（1）〕，〔睡眠
の状況を考慮し関わる（1）〕，〔排便の状況を考慮し関わ
る（1）〕から構成される。看護師は，「入眠時間を見て体
位変換時間を調整する」，「本人の体調（便，睡眠リズム）
を考慮し関わる」というように日常性を維持できるように
関わっていた。
　 ⑤【児が楽しめるように関わる】は〔話しかけて楽しい
雰囲気をつくる（1）〕，〔音や感覚で楽しめる遊びを取り
入れる（2）〕の 2つから構成される。看護師は，「楽しい
雰囲気の中で過ごす」ことや，「日中もできるだけホール
に車椅子で行き，音楽の CDを聴かせるようにしている」，
「絵本の読み聞かせをする時にはできるだけ音が出たり，
触って感じることのできる本を読んでいる」というよう
に，児が楽しみながら過ごすことができるように関わって
いた。
　 ⑥【発達段階に応じた関わりの工夫】は，〔他児との関
わりを大切にする（1）〕と，〔嫌がることでも敢えて我慢
することを体験させる（2）〕の 2つから構成される。看
護師は，「食堂で他の子たちの声をきいていると楽しそう
にしているので，昼の注入は車椅子に乗り食堂で行う」こ
とや，「これからのことを考え必要性を理解してもらうた
め，本人が嫌がっても行う」など嫌がることでも敢えて我
慢することを体験させることで，患児の発達段階に応じた
関わりを工夫していた。
　 ⑦【毎日のケアへの反応の比較】では，〔毎日の継続し
た同じケアの繰り返しでの反応を見る（1）〕，〔日々の関
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わりでの反応を見る（1）〕から構成される。看護師は，「毎
日同じ事の繰り返しでの反応を見る」ことや「変化を日々
推し測っていき，意思疎通ができるように関わっている」
など，患児の毎日のケアへの反応を比較しながら関わって
いた。
　 ⑧【気持ちを代弁して言葉にする】は，〔児の気持ちを
代弁して言葉にする（1）〕，〔積極的に訴えてこなくても
関心を向ける（1）〕から構成された。児の「わずかな変
化を捉えたら，言葉にして気持ちを代弁するようにしてい
る」ことや，「本人から積極的に訴えてくることがないの
で，積極的な児の方にどうしても関心が向いてしまいそう
になるが，そういう児と同じように接するようにする」と
いうように関心を向ける姿勢で関わっていた。
　 ⑨【安全で安楽に過ごせるようにする】では，〔児が安
全で安楽に過ごせるようにする（1）〕より構成される。
看護師は，「苦痛がないように安全で安楽な体位や，注入
が安全に行える」ことを大切にしていた。

Ⅵ．考　　　察

1．児の反応や感情を把握するための具体的視点
重症児の多くは言葉での意思疎通が困難であり，看護師は
わずかな反応から意思を汲み取る必要がある。看護師による
重症児の反応の理解に関する先行研究4）では「看護師は，障
害児・者の反応は全身から発せられると捉える」とし，重症
児を理解するためには「行動を単独でとらえるのではなく，
全体をみることが重要」であることが報告されている。本研
究でも看護師は児の声や表情，安楽な姿勢，呼吸循環の安定，
睡眠不足の有無など，児を取り巻くあらゆる状況を児の感情
を捉える視点としており，一つの情報から判断するのではな
く，複数の情報や状況を関連させていた。本研究ではさらに，
その具体的視点として，【表情，声，動き】，【環境】，【呼吸
循環，排便，姿勢，睡眠などの日常性の維持】，【苦痛や不快
の有無】，【快の有無】，【発達段階をふまえたその人らしい生
活】等の要素が見出された。特に【発達段階をふまえたその
人らしい生活】は，対象の喜怒哀楽から推測されるその人ら
しさに応じた選択を看護師が行う点で重要な視点であった。
看護師の対象理解について，その実践知や状況を統合し解釈
する過程を明らかにすることが今後重要であると考える。

2．重症児と看護師の関係性
看護師は，児の毎日のケアへの反応を比較することや児の
関わった後の反応に関心を向けることを繰り返すことで児の
反応を理解していた。市江5）は，「関係は，お互いが反応を
捉えようとすることで成立する。対象に反応がないとするの
ではなく，反応をとらえることができたという思いが，関係
の成立に重要となる」と述べている。看護師にとって，実際
に患者と接し関わり続ける中で，反応の読み取り方や解釈が
広がる体験が重要と考えられる。患者の反応を意味付け，捉
えることができたという思いを感じることが，対象と看護師
が相互に関係を深める契機になっていることが考えられた。
一方，古知6）は意思表示の困難な患者と看護師の関係では，
「看護師自身の相互行為に対する患者との合意についての自
覚」が重要性であり，対象の反応を捉えながら常に看護師が
解釈した内容を修正する必要があると述べている。以上のこ
とから，看護師の対象理解の困難を軽減するために，児の反
応の読み取り方や解釈をチームで共有することや，自己の先
入観や解釈の修正を支援することが重要と考えられた。

Ⅶ．結　　　論

1．看護師は重症児の感情を捉えるために6つの視点の他，
多様な側面を考慮していた。
2．看護師にとって感情の読み取り方や解釈が広がる体験
が重要と考えられた。

引 用 文 献

1） 長谷美智子：在宅で生活する重症心身障害児の母親の体調
に関する質問紙の開発，日本重症心身障害学会誌，35（1），
p.143-150，2010．

2） 亀山千里：重度・重複障害のある子どもの意志の表出に対
する看護師の受け止め方，第 40回日本看護学会論文集（小
児看護），p.42-44，2010．

3） 舟島なをみ：質的研究への挑戦第 2版，医学書院，p.132-
200，2007．

4） 市江和子：重症心身障害児施設に勤務する看護師の障害
児・者の反応を理解し意思疎通が可能となるプロセス，日
本看護研究学会雑誌 31（1），p.83-90，2008．

5） 上記 4）．
6） 古地順子：患者と看護師との理解の過程―意思表示が困難
な患者の場合―，日本赤十字看護学会誌，3（1），p.59-
69，2003．


