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川崎病の子どもをもつ母親の10年間の

心理的発達プロセス

母親自身の病気受容過程の視点から
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論文要旨　比較的重度の川崎病の子どもをもつ母親を対象に行った面接調査をもとに，①発病後の母親の心理

的プロセスと，②病気をもつ子どもの母親として機能することに有用であった要因について検討するとともに，

病気をもちながらも成長・発達を遂げていく子どもに対する母親としての病気理解のさせ方やかかわりのあり様

に関する検討を試みた。その結果，母親の病気受容の心理的プロセスは，原因不明のまま体調が良くないわが子

に不安を持ち続けて戸惑う第1期，川崎病と診断されて混乱し，どうしていいかわからず右往左往している第II

期，親の会との出会いにより親としての自分のあり方を見つめ直し，意識変容した第m期，川崎病の子どもをも

っ親として，現在と未来を見据え，子どもの成長・発達に合わせて主体的に行動し始めた第IV期の4期に分けら

れた。とくに病名告知前後には，母親の自我の強さ，父親との関係性をとらえて支援することが重要であること

が示唆された。また，病気の理解は，医療者とのかかわりのなかで深めるとともに，親の会の活用も有効であっ

た。まずは親自身が病気と積極的に向き合い，主体的に行動することが，患児自身の主体的な行動を導くことが

示された。医療者は，患児およびその家族が発達していくプロセスを見守り，適宜，必要なサポートを察知し，

提供していく敏感さと行動力を養わなければならない。

キーワード：川崎病，母親，病気受容，心理的発達，支援

■　はじめに

　幼少期に慢性疾患であると診断された子どもは，

長期にわたって病気とかかわり，病気をもった自

分を受け入れ，自己実現をしていくことが課題と

なる。その際，最も身近な存在であり，心身両面

に深く関与するのは多くの場合，母親である1）。

母子間の関係性が，慢性疾患の子どもたちの病気

理解や心の発達にどのような影響を及ぽすかにつ

いて検討することは，慢性疾患をもった子どもの

すこやかな心の発達支援のあり方について考える

うえで非常に重要なことであると考える。

　これまで，慢性の病気をもつ子どもの母親の心

理的プロセスについて検討した研究1・2）はあるが，

川崎病の子どもをもつ母親を対象に詳細な検討を

行った研究は認められない。川崎病は，主に4歳

以下の乳幼児に好発し，全身の血管炎を特徴とす

る原因不明の急性熱性疾患である3）。急性期には

約5人に1人が冠動脈拡大などの心障害を併発し

ているが，1ヵ月以降に心後遺症を残す者は約7

％4）といわれている。冠動脈病変の有無によるが，

死亡率は初期の2％前後から0．2％前後に低下し，

予後は明るいといわれている3・5）。しかしながら，

原因不明であること，臨床症状が重いこと（目は

充血し，唇が割れて出血し，リンパ節が腫れて痛

みがあり，手足がパンパンに腫れている，など），

最悪の場合は突然死もあり得るということなどか

ら，病名告知前後から親は強い不安に陥ることと

なる。

　このように苦しそうにしているわが子を前に，
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家族，とりわけ母親はわが子が病気であるという

事実をどのように認識し，子どもが安心して闘病

できるような支援者としての役割をどのように担っ

ていくのであろうか。このようなプロセスについ

て縦断的，詳細に事例検討を試みるということは，

個々のケースヘの適切なかかわりについて考える

うえで非常に重要であると思われる。

　そこで，本稿では，比較的重度の川崎病の子ど

もをもつ母親を対象に行ったインタビュー調査を

もとに，この病気とどのようにつきあっていった

のかについて，発病後の母親の心理的プロセスと，

病気をもつ子どもの母親として機能することに有

用であった要因について検討するとともに，病気

をもちながらも成長・発達を遂げていく存在であ

る子どもに対する母親としての病気理解のさせ方

やかかわりのあり様に関する検討を試みた。さら

に，それぞれの時期に適当な心理的支援について

考えた。

■事例紹介

■現病歴

　患児は，4歳の4月から不調を示していたが，

なかなか病名がはっきりせず，1カ月後にようや

く“川崎病”と診断された。母親はもっと早く病

名がわかっていれば，早期に適切な治療が出来て

いたのではないかとの思いをもっている。患児は，

現在までに検査入院を含めて7回の入院を経験し，

最近のものとしては中学1年の夏休みに入院加療

を受けた。その度に母親が付き添った。担当医師

からは，今後，冠動脈バイパス手術は避けられな

いだろうと言われている。

■面接結果

　面接調査の結果を母親の心理的発達プロセスの

転換点として4期に分け，各期の母親の語りをま

とめた。なお，（）内に母親のその時の気持ち

を補足的に示した。＜　＞内は調査者の言葉であ

る。

患児：インタビュー当時15歳，2003年の春，高校

に入学した女児。

家族構成：父親と母親，3つ年下の弟がいる。父

親は会社員，母親はパート勤務。自宅近くに，父

方の祖父母が居住している。

母親：親の会などに積極的に参加し，現在はその

運営にかかわっている。とても明るい印象で，イ

ンタビュアー（著者）の質問に対して的確に意図

を汲まれ，わかりやすい説明を心がけてくださる

方であった。

■調査方法

　H県の川崎病の子どもをもつ親の会に調査の主

旨を説明し，調査対象者の紹介を依頼したところ，

当該母親から調査への協力に承諾が得られた。そ

れを受け，あらためて調査者（著者）からご本人

へ調査の主旨を説明し，調査の結果を研究として

公表することもあわせて受諾していただいた。そ

して，発症時から調査時点に至るまでの経過につ

いて，回顧法による面接調査を2002年3月から4

月にかけて3回実施した（1回90分程度）。なお，

面接内容は許可を得て録音し，その後，書き起こ

して質的な検討を行った。

【第1期＝“川崎病”と診断されるまで】

　母親がパートに出始めるということで，患児は

保育所に通い始めたばかりの4月当初（4歳），

新しい環境に馴染めないせいもあって体調が悪く，

保育所で1日中泣きっぱなしの状態があった。季

節の変わり目だからかなと思いつつ，風邪を引い

たり治ったりという繰り返しであったが，保育所

の先生から，「保育所入所当初にこのような状態

になる子は少なくないですよ」と言われたりして，

保育所を休ませることなく仕事に行っていた。当

時，自宅近くの内科を受診して様子をみていたが，

なかなか良くならず，微熱も続いていた。「おか

しいなあ」とは思っていた。4月中はこのような

状態が続いていて，5月になって急に40度くらい

に熱が上がったが，これまでにも扁桃腺を腫らし

て熱を出すことが多かったため，高熱についても

あまり気にしなかった。そのうち，いつもの風邪

や扁桃腺による発熱時と子どもの様子が違ってい

ることに気づいた。いつもならそのくらいの熱が

出ても平気で元気に遊んだりしていたのに，その

元気さがちょっと違っていた……とくに顔色が違っ

ていた……妙に青いというか，白いというか……

主人と2人で「なんか変よね，この子」と話した。

川崎病の全部の症状が出なかったため，川崎病で

あるということがなかなか分からなかったのだと
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いう。高熱のため，毎日，内科には点滴を受ける

ため受診していたが，「もう少し様子を見てみま

しょう」と言われるだけだった。そうしている内

に，座薬を入れても熱が下がらなくなり，ひどい

脱水状態になっていた。血液検査に出してもらい，

翌日，結果を聞きに行くことになっていたが，わ

が子のただならぬ状態が不安になり，出生から3

月末までずっとかかりつけであった小児科を受診

した（自宅を新築したため，3月末に旧自宅とそ

う遠くない現住所へと転居し，内科を受診するこ

とになったのだが，こんなことならもっと早くこ

の小児科に来ていればよかった）。その時，うっ

すらと肌に赤い斑点が出ていた。即，大きな病院

へと紹介されたため，夫に仕事を早退してもらい

車で病院へ向かった。紹介状をもらった時点では，

川崎病のことは何も聞かされていなかったが，紹

介状のなかにはしっかり“川崎病の疑いあり”と

書かれていたらしい（当時を振り返り，慣れた先

生からあらかじめ説明してほしかったという気持

ちが強かった）。

　担当医師から『脱水もひどいし，川崎病の疑い

もあるということみたいだから，しばらく入院し

て色々検査をしてみましょう』と突然言われた

（事前に何も聞かされていなかった母親にとって

は，晴天の震震のような一言であった）。その時

に初めて“川崎病”という病名を聞かされた母親

は，「えっ？川崎病って何？入院って何？いった

いなんなの？」という思いを強く持ったという。

“川崎病”という病名をこれまでに聞いたことが

ないこと，川崎病にかかった人のことなども聞い

たこともなかったため，「そんな珍しい病気にう

ちの子がかかっているわけない，うちの子に限っ

て？！」という思いばかりが湧き上がってきたが，

そのような気持ちへの配慮はされず，現実は入院

の手続き，そのまま入院へと進んだ。病棟からの

迎えを待つ間も訳のわからない状況であったが，

夫に連絡をとり，入院に必要な物などを持ってき

てもらうように頼んだ。下の子が1歳になったば

かりだったが，まだ母乳をあげていた。夫の母親

に入院することになった旨を伝え，下の子をしば

らく預かってもらうことと，病院側から，母親で

ある自分に付き添うように言われているので，子

どもの入院に必要な物や自分の物を，とりあえず

見繕って用意してもらえるようお願いした。姑が

居てくれて助かった。姑が居なかったらどうしよ

うもない状態であったに違いない。その時の子ど

もの状態は，高熱が続いたままで，点滴しないと

おしっこも出ないし，もちろんご飯も何も食べら

れないし，ぐったりとし，点滴のための注射針を

刺されてもぴくりともしなかった。このような状

態にある理由が理解できず，不安がすごくあった。

そして，このような状態にさせてしまったのは自

分のせいのようでとにかく悲しかった。悲しかっ

たけれど，不思議と泣けなかった。

　入院後，4日目から本格的に川崎病としての治

療が開始された。

【第II期一混乱＝診断後“親の会”と出会うまで】

　確定診断後，病気について医師から説明があっ

たが理解できず，ただ悲しかった。病棟の看護師

から，川崎病の説明が書いてあるパンフレットを

読むよう渡されたが，全く頭に入ってこなかった。

　病室は6人部屋であったが，5月で季節の変わ

り目であったためか，喘息の子どもばかりだった。

ほとんどの子どもが入院して数日が経過していた

ようで，状態も落ち着いており，退院間近という

状況であった。まわりで子どもたちが声を出して

いたが，わが子はこんこんと眠り続けていた。ま

わりの母親たちが「うるさいからカーテン閉めて

おいた方がいいですか」などと気を遣ってくれた

が，それも陰気くさいし，逆にまわりの母親たち

に気を遣わせることになってはいけないなど，初

日は考えなくてもいいようなことばかり考えてい

た。今になって思うと，そこまで気を遣わなくて

も良かったのかもしれないといった妙なことばか

りが気になっていた。何を心配していいのかも，

看護師さんや医師たちに何をどう質問していいの

かもわからず，身の置き所がなく，どうしていい

かわからず，ただ目の前のわが子をこのような状

態にしてしまったことが悲しかった。下の子を預

けなければならなかったことも悲しくて，新生児

室から赤ちゃんの泣き声が聞こえる度に乳房がは

り，「ごめんなさい，ちょっとお乳しぽりますか

ら……」と言ってカーテン閉め，搾乳することも

どうしようもなく悲しかった。そんな時にまわり

の母親たちからあたたかい言葉をかけてもらって

救われた。

　おねしょをしたことがないのが唯一の自慢だっ

たわが子であったが，1日中点滴をしたままで昏々

と眠りつづけていたため，トイレに行けず，しょっ

ちゅう着替えさせることになった。本人はこれま

でにない経験であるうえに，自宅外での出来事で

一42一



川崎病の子どもをもつ母親の心理的発達

あるということがショックだったようで，何回か

シクシク泣いていた。看護師さんには頻繁にシー

ツを替えてもらっていたのだが，とうとう「何度

もこうやっておもらしをされるようだったら，お

ねしょシートを自宅から持って来て引いてくださ

い」と注意されてしまった。付き添っている母親

が，トイレのことなどは面倒を見るよう言われた

こともあったため，看護師さんには迷惑をかけて

はいけないのだと思い，自分なりに工夫した。看

護師さんは昼夜を問わず忙しそうで，声をかけに

くかった。看護師さんの手を煩わさないように，

付き添っている自分が可能な限り子どものことを

しなければいけないと思った。

　当時は，自分も川崎病の子どもをもつ母親とし

て右往左往しており，治療行為や服薬を拒否する

子どもに対して「がまんして，頑張ろう」と頭ご

なしの声かけしか出来ていなかった。子どもは傷

っいていたと思うが，親が自分のことで精一杯で

あったため，子どもに配慮するゆとりなどなかっ

た。子どもをこのような状態にした不甲斐ない母

親としての自分を責め，傷ついていた。医療者や

同室の母親にも遠慮ばかりで自分が出せなかった。

自分が何がわからないのかということすらわから

なかった。入院中は子どもと常に2人で居るため，

自分の気持ちを隠さなければならなかったし，思

いきり泣くことも出来なかった。

【第皿期一転換1診断後“親の会”と出会うまで】

　夫や両親に子どもの状態を尋ねられ，ようやく

「このままではいけない，自分が病気のことを理

解しなければ……」と認識し，冷静になれた。こ

の頃は，自分自身が自閉的になっていた時期を過

ぎ，まわりに目が向くようになってきたため，病

棟の他の母親たちと自分を出して話ができるよう

になってきていた。発病からずいぶん時間が経過

しており，病気への理解が自分よりも深まってい

ると思われる母親から「お宅の子はうちの子より

も状態が悪い。うちの子はお宅みたいにならなく

て良かった」と言われたりして，腹立たしさや不

安，疑問が噴出したが，自分から積極的にそのこ

とに向き合うことはできなかった。

　γグロブリンの治療が始まって熱が下がり，目

の前のわが子が元気さを取り戻してくると，後遺

症のことを聞いてはいたものの，こんなに薬の効

果が現れるということは，後遺症もたいしてない

かもしれないと思ったりした。しかし，エコー検

査によると，右の動脈瘤がすでに直径5ミリくら

いになっていた。わが子は目を開けている時問が

長くなったが，合併症でリンパ腺が腫れ，身体中

を痛がった。節々の痛みで動けない，寝返りが打

てない，テレビも見られない状態であったが，な

す術がなかった。子どもはイライラを募らせ，自

分にあたった。当時，週に2回の血液検査があり，

朝食前に看護師さんが採血に来ていたが，この頃

から『えっ？なんかちょっと違うんじゃないの？』

と思うことがあった。配膳されると子どもは，実

際にはまだそんなに食べられるわけではなかった

が，まわりの子どもが食べ始めることもあって手

をつけたがったが，なかなか看護師さんが来ずに

不満を募らせた。それで，とうとう看護師さんに

「子どもにお預けをさせるようなことはしたくな

いので早く採血に来てやってください」と言った。

忙しく働いている看護師さんには申し訳ないとも

思ったが，母親として子どものために言うべきこ

とは言わなければならないと思った。

　入院が長引いてくると，たまに面会に来る下の

子は私のことを忘れるみたいで，「おいで」と言っ

ても私には来ずに，おばあちゃんの後ろに隠れた。

『私が産んだのに！！』と思うとものすごく悲しかっ

た。久しぶりに会って恥ずかしかったのだと思う

が，発病後の第2のショックだった。

　付き添いの間は睡眠をまとめて十分にとること

が出来なかったため，昼間，子どもが落ち着いて

いる時を見計らって横になろうと付き添いベッド

を出していたら，「昼問はベッドを片付けてくだ

さい」と注意されたことがある。ベッドが邪魔に

なって，業務に支障を来たすという理由であった。

昼間に仮眠していると，子どもの面倒も見ずにぐ

うたらしていると言わんばかりの言われ方をされ

た母親もあり，病院に居るだけでストレスを感じ

ることもあった。

　検査の結果が悪いからと沈んでいても仕方ない，

せめて子どもの前では普通にしていよう，とでき

るだけいつも楽しそうに子どもと遊ぶようにして

いたら，「今の子どもさんの状態がわかっている

の？」と医療者から言われたこともある。何でも

言われることには従おうと思っていたが，今思い

返してみると，なんでも言われたら「はい」と言

うしかなかったのだから無知というのは恐い。医

師の説明にも言われたことを言われたままに「は

い，わかりました」と応じるだけで，何も質問で

きなかった。このような状態がずっと続いて，主
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体的に動いていなかったため，いざ退院というこ

とになって初めて，“本当に退院して大丈夫なの

だろうか？”ととても不安になった。わからない

ままであっても，なんとか自分たちでやっていく

しかなかった。

　子どもへの病気の説明については，“心臓に悪

い虫が巣を作っているから，動くとその虫が暴れ

るの。だから動いてはいけないのよ”と言った。

小学校くらいまでこの説明のままで通した。娘も

それをとりたてて疑って問いただしてくることも

なかったが，小学校中学年くらいになると，娘自

身が医師の説明を聞きたいと言って，自分と一緒

に医師の話を聞くようになったので，徐々に自分

の病気のことを理解していったのだと思う。

　学校での運動制限に関しては，自分が苦しいと

思ったら止められるだろうからという理由で，競

争的なもの以外はあまり細かく制限されなかった。

娘が自分で身体のことを注意できるようにさせた。

すると，徐々に自分でこれは出来る，これは出来

ないと自分で選別するようになったが，病気のせ

いにして，したくないことをしなくて困ったこと

もある。小学校の6年間は小さな学校であったせ

いか，学校の先生がとても協力的で，様々なこと

を親と一緒に話し合ってくださり，とてもありが

たかった。職員室の黒板には緊急連絡先が明記さ

れていたし，こまめに学校の先生から連絡してく

ださっていたため，親として安心して学校に娘を

預けることができた。学校の先生が病院に出向き，

医師から説明を聞いてくださったこともある。残

念なことは，先生との話し合いをいつも本人抜き

でしてきたことである。そのためか，娘は妙に消

極的なところがある。最近になってこれまでのこ

とを振り返り，もっと色々なことを一緒に考えさ

せてやればよかったと思う。娘が様々なことに消

極的なのは，安全な道をおとなが全て先回りして

やってきたからではないかと思っている。「どう

いう風にしたい？」と本人の意見を聞いてから一

緒に考えてやれば良かった。おとなが娘は幼くて

理解できないと勝手に思いこんでいたが，理解出

来ないなら理解出来ないなりの話し合いへの参加

のさせ方があったのではないかと思う。現在の娘

の消極性はこのような育て方をしてきた親の責任

なのではないかと反省している。

　中学校入学時に娘は，同じ小学校から上がった

生徒さんは病気のことを知っているけれど，よそ

の小学校出身の生徒さんは知らないから，このま

ま知られないように病気のことは黙っておいてほ

しいと言っていた。＜学校で薬を飲まないといけ

なかったのでは？＞保育所の頃は昼の分は先生に

協力してもらって飲ませていたが，小学校からは

自分で飲むようにさせていたが，飲んだと嘘をつ

いてかばんの中に飲まなかった薬を貯めていたと

ころを見つけたこともある。

　小学校3年生の時に，「自分の病気が外から見

えるところではなくて良かった」と言ったことが

あった。その頃，子どもたちの間で，障害をもっ

たお子さんに良くないあだ名をつけてはやし立て

る風潮があった。すでに娘も障害者手帳を持って

いたので，自分のことが強く意識されたのであろ

う。私もうまく説明できず，「障害を持っていて

も持っていなくても，それはひとつの個性だから

いいのよ」と説明したのだが，その頃から病気の

ことに触れられることをとても嫌がるようになり，

自分が人と違うということを意識し始めたように

思う。同じ頃，担当医師の転勤を機に転院した。

転院先では，看護師さんたちの対応が素早くて，

ちょっとした変化にもすぐ気づいて声をかけてく

ださった。こちらからあえて何も言わなくても，

してくださることが細やかだったので，親として

もとても気分が楽で，この病院では何があっても

大丈夫，安心して任せられると思えた。この頃は，

娘が先生に胸を見せるのが恥ずかしいと言い始め

た時期でもある。今にして思えば，娘のなかで大

きな心の変化があった時期だったのではないかと

思う。担当医師から親の会のことを教えていただ

いたのもこの頃である。医師からすると，何の疑

問も持たず，言われるとおり「はい，はい」とた

だ鵜呑みにするだけの自分のことが心配だったの

ではないかと思う。自分のなかでも病気の将来に

っいて考え始めた時期で，図書館や書店へ行って

も，適当な文献が見つからず，気軽に病気のこと

を相談できる知人もなかったので，入会すれば病

気のことがわかるかもしれない，どのように病気

が進行するかわかるかもしれないと入会を決めた。

入会後は，会員会報が届く度に，後遺症の有無に

かかわらず，川崎病という病気に向き合うことの

必要性など，多くの気づきが得られた。思い切っ

て講演会にも参加したところ，同じ体験をしてい

る方々から，「大変だったねえ，でも，これから

も大変だからね」と言われたが，その大変だとい

う言葉は自分を脅かすものではなく，どの子にも

大変なことがある，たまたま川崎病になっただけ，
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川崎病になったことは大変なことではあるけれど，

川崎病になったことだけを考えるのではなく，一

生のうちの通過点だと考えるだけでいい，どの子

も病気になるし，けがもすると思えばいいのだと

いうことを教えられた。これは，川崎病の子ども

をもつ親としてとても気持ちが楽になる体験であ

った。

【第IV期＝病気への理解が深まり主体的に行動】

　親の会への入会後，自分から病気のことを考え

てみようと思えるようになった。会から届く会報

には，病気のことがわかりやすく説明されており，

何よりも親たちが積極的に病気と向き合おうと努

力している姿が見えた。医師に対しては遠慮ばか

りせず，話をただ聞くだけではなく，質問をした

り，親としての意見を表明したりして，双方向的

なコミュニケーションをとらなければならないと

いうことも教えられた。

　次第に病気のことが自分なりに理解できるよう

になってくると，『次に病院に行ったらこんなこ

とを質問してみよう』と思えるようになった。検

査数値もただ聞かされるだけでなく，数値の意味

について問い直すことが出来るようになった。医

師の説明でわからないことがあれば，さらなる説

明をお願いするなど自分自身が病気に対して積極

的な姿勢へと変化した。すると不思議なことに，

漠然と不安だった気持ちが薄らいできたようで，

心配の仕方が変わってきた。訳も分からず先のこ

とを考えて漠然とした不安を募らせるばかりでな

く，その時々の“今”を心配すればいいのだと感

じ始めた。夫にも理解してもらうよう，積極的に

理解を促す努力をした。親の会を通して，自分は

まわりの人に助けられ，自分で考えるためのヒン

トを与えてもらった。もし，会員の方の言われる

がままに動いているだけだったとしたら，自分は

ここまで色々なことを考えて子どもに接してこな

かったと思う。

　病気への理解の深まりとともに下の子のことを

冷静に見ることができるようになり，娘のことで

慌ただしい時にはいい子にして親を困らせないよ

うに我慢してくれていることをあらためて認識で

きるようになった。娘の調子が良い時にはその反

動が出て困ったこともあったが，叱らずに許して

大目に見るおおらかな気持ちが持てるようになっ

た。

　また，親が医師に対して積極的に質問したり，

意見を言ったりするようになると，自然に子ども

も「痛い治療しないでね」「今度，○○したいけ

どいい？」など，自分から直接医師に言えるよう

になってきた。

　中学1年の夏休みに，右の冠動脈が90％の狭窄

になっていて，バイパス手術をした方がいいので

はないかと医師から勧められていたが，親の会で

学んだ別の治療法の可能性について医師に相談を

もちかけ，結果的に後者を選択したこともあった。

課題が持ち上がるごとに，自分のできることを精

一杯し，主人と相談して2人で決めてきたので，

それがたとえ最良の方法ではなかったとしても，

全く後海はしていない。

　今はインターネットを通じてあり余るほどの情

報が入手できるが，しっかりと医師とコミュニケー

ションをとり，自分の子どもの今の状態，親とし

て考えなければならないことについて具体的に質

問し，答を見つけるべきである。まずは病気であ

ることを受け止め，病気の理解に努めることから

始めなければならない。そのためには，医療者か

ら聞くことに疑問をもち，それを問える勇気も必

要である。質問しても，医療者からきちんとした

説明が得られない場合には，患者側といえども，

こちらから病院を変えるぐらいの気持ちでいても

いいのではないか。自分たち親がきちんと病気の

ことを理解し，納得してからでなければ，子ども

自身にとって何が問題で，何が必要なのかという

ことを考えることができない。

　病気になることも悪いことばかりではない。た

とえ病気であっても，子どもが成長していること

を実感させられることもあった。検査入院も含め

て7回の入院を体験したが，混合病棟の小児科に

入院した際，歩行困難なお年寄りがおられたりし

たことがあった。私の見ていないところで，娘は

そのようなお年寄りの食器を下げるのを手伝った

り，点滴を押すのを手伝ったりしたという事実を，

お年寄りの家族の方から聞いたりして，とても驚

いたことがあった。小さい子どもの面倒をみてい

たりしたこともあったらしい。親が見ているとこ

ろでは照れくさいのかそのような行動は見せなかっ

たが，親の知らないところで娘も成長していたと

いうことが嬉しかった。娘は自分自身がハンディ

を持つことによって，人を思いやる心を育ててく

れたのではないかと思う。

　今，親として強く反省しているのは，あらゆる

ことを本人抜きで対処してきたことによって，本
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人の主体性の発達を阻害してしまったことである。

娘は自分のしたいことを思いきりしたことがない

のではないかと思うと悲しい。中学入学後，他者

と違うことをとても嫌がり，自分が病気であるこ

とを絶対に他者に知られたくないと言っていた。

親が病気のことで先生に話をするため学校へ行こ

うとすると拒んだ。それでもなんとか親が本人を

説き伏せて舵取りをし，常に本人には無理をして

はいけないということを強く意識させてきたよう

な気がする。

　高校への進学後，親がいちいち関与せず，本人

の意思に任せるようにしようと思っていたところ，

これまで避けていた運動部である弓道部に入ろう

かと本人が言ったので驚いた。これが初めてのク

ラブ活動となるが，運動部に入ると言い出すなど

予想外であった。母親である自分にどう思うかと

意見を求めてきたが，親の意見は控え，高校生に

なったのだから先輩達に色々聞いてみて，自分に

出来そうだと思ったらやってみたらどうかと答え

たところ，自分で先輩に練習メニューを聞いたり，

自分の病気のことをよく知っている保育園の頃か

らの幼なじみの友だちに相談したらしい。「やは

り自分には無理かも…」と決意が揺らいだため，

自ら受診して医師に相談したところ，みんなと同

じメニューは無理だから減らしてやってはどうか

と言われ，帰宅後「私はみんなと同じように何も

できない。人と違うことをするなんて絶対に嫌！！

なんで私はいつもこうなの？！」と号泣した。親

としてかわいそうだとは思ったが，どうしてやる

ことも出来なかった。娘にはこのようなことをひ

とつひとつ乗り越えて強くなってほしいと切に願

った。

　結局，他者と異なったメニューで参加すること

には本人が納得できず，マネージャーとしてクラ

ブの一員となることを決めた。

　今後，娘が病気の自分とどのように折り合いを

つけていくのか，必要に応じて病気のことをきち

んと他者に説明することができるのか，義務教育

ではない高校生活を自分の力で乗り越えていくこ

とができるのかどうかなど，親としての不安材料

は枚挙にいとまがない。治療のために休まなけれ

ばならないことも出てくるであろうが，高校を卒

業できるまで，欲を言えば二十歳を過ぎるまでは

今の体調がもってくれればいいと思っている。医

師からは冠動脈バイパス手術は避けられないだろ

うと言われているが，親がかかわる度合いを少し

ずっ控え，娘が自分の人生を自分で決めていける

よう応援してやりたい。

■考察

　親はわが子が病気，それも難病であると聞くだ

けで，非常な衝撃を受け，悲しみと絶望のどん底

に突き落とされた心境になる。そのような状況か

ら心を持ち直して，子どもの病気を真正面から受

け止め，治療へ積極的に取り組めるようになるま

でにはかなりの時間と努力を要する6）。Droter7）

によると，子どもが難病だと言われた親が治療へ

積極的に取り組めるようになるまでには，悲嘆か

ら再起まで，誰もがほぽ同じ経過をたどるとし，

そのプロセスを5段階に分けている。まず，病名

を知らされ，打ちのめされた状態に陥るという

“ショック期”，続いて，わが子が病気であるこ

とを否定する，あるいは「夢であってほしい」な

どと思う“否認期”が訪れるというが，これは，

まさに本事例にもあてはまる。

　子どもとともに直接的に病気と向き合っていく

役割は，ほとんどの場合，家族のなかで母親に課

せられる。本事例の母親が川崎病の子どもと歩ん

できた10年問の心理的プロセスは，子どもの成長

はもちろん，母親自身がわが子の病気を受容し，

適応を遂げる成長のプロセスでもある。本事例か

ら，比較的重度の川崎病の子どもをもつ母親が病

気，および子ども，家族とかかわってきたプロセ

スについて考察するとともに，このような事例に

対する医療者としての望ましいサポートのあり方

について心理的側面から検討する。

1．病名告知前後の母親の心理と支援

　川崎病と確定診断されるまで，この事例では，

夫婦ともに何かしらわが子の異変を感じながらも

はっきりしない状態でいることを余儀なくされた。

病名を知らされたものの，聞き慣れない言葉と，

即入院という現実に翻弄された。

　家族は日々，成員間の相互作用を通して，さま

ざまな問題に対処している。拝原8）は，家族の基

本構造の変化を理解することは，慢性疾患からく

るストレスに対処するための家族の力量を知り，

支援の必要性をアセスメントするための重要な指

標となると報告しているが，本事例の場合，夫婦

でお互いができる範囲内で協力し，役割分担をし

ていたことがうかがえた。また，祖父母という支
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援者の存在は，幼いきょうだいをかかえた家族に

とって，患児が安心して入院できる環境を整える

うえで重要な支援者となった。

　この母親は不測の事態に混乱を来しながらも，

なんとか患児を守る母親としての自己を支えるこ

とができた。これはもともとこの母親の自我の健

康度が高いことが推察されるが，仮に，母親が情

緒的に混乱して現実を受け容れられない事態が生

じた場合には，患児はさておき，母親自身の情緒

的安定を図るための心理的支援が必要となる。そ

の際，重要なことは父親がどのくらい患児や母親

にかかわれるかということである。それは，患児

が病気になる以前の家族関係に因るところが大き

いので，家族の関係性を明確にアセスメントする

ことが重要である。あわせて，父方母方の両祖父

母との関係性についても見極め，可能で有効な支

援体制を早急に作っていくことが医療者には求め

られるであろう。

　本事例では，母親は病院の求めに応じて付き添

い入院をしているが，宇野らの調査9）によると，

東京近郊で付き添い入院を希望した母親は55．3％

であったが，残されたきょうだいの世話をする者

がいないという理由で，実際に付き添いが可能だ

と答えた母親は31％に過ぎなかった。各家族化が

進む現代において，母親の付き添い入院を可能に

するためには，夫をはじめ，祖父母などの協力が

得られるなどの人的なバックアップ体制が整うこ

とが大切な要件であるといえよう。

2．病気をもつ子どもの母親として現実に対応す

　　る際の心理と支援

　本事例の第II期は，Droter7）による，悲嘆から

再起までの5段階のプロセスにあてはめると，病

気を認めざるを得なくなって，悲しみと怒りが渦

巻く時期であるという“悲しみと怒りの不安期”

にあたる。本事例の場合においても，なかなかわ

が子の病気のことが理解できず，状態の良くない

わが子を目の前にして悲しみの日々を送っている。

わが子をこのような状態にしてしまったことへの

罪悪感，乳飲み子であった下のきょうだいに対し

てもどうしてやることもできないということへの

罪悪感があったに違いない。この母親の場合，怒

りの気持ちは，むしろ抑制され，逆にまわりへの

心遣いをし，明るく振舞うことで不安定な気持ち

のバランスをとっていたのではないかと推察され

る。

　また，この時期の母親は，病名を知らされ，一

応の説明を受けたものの，それを理解するには至っ

ておらず，かといって，具体的に何を質問し，理

解していく必要があるのかもわからない混とんと

した状態にあった。このような病名告知直後こそ，

看護者には患者やその家族の先行きのみえない不

安や，日常生活とは一転した病棟での患者とその

家族の生活へと心理的に移行するプロセスに寄り

添い，伴走していく役割を担う必要があると考え

る。

　望むべくもなく患児となった子どもとその家族

は，病気ゆえにそれ以前の自分に出来ていたこと

が出来なくなることで傷ついたり，自信を失った

りすることにもなる。本事例の患児の場合も，病

気ゆえにしてしまったおねしょは，病気が原因な

のだから，病気がなおったらまたしなくなるから

心配しなくていいということをしっかり伝え，患

児や家族の自尊心を傷つけないよう最大の配慮を

心がけるとともに，おねしょ後の物理的な対応に

関しても，患児およびその家族への精神的負担が

最小限に抑えられるよう配慮する必要がある。

　付き添いベッド，入浴，睡眠時間，食事に関す

ることなど，付き添う家族も非日常的な環境での

生活を強いられることとなる。患児が安心して入

院生活を続けられるためには，付き添う家族の安

定が何よりの前提条件となる。大阪大学小児科親

の会エスビューロー10）によれば，そこで重要なこ

とは，付き添う家族の身体的快適性（アメニティ）

をできるだけ保障することである。同様に，同じ

病室の者同士の人間関係にも配慮し，場合によっ

ては医療者が間に入って関係調整を図ることも必

要である。

　退院に向けては，喜びの気持ち以上に，それま

での何があってもなんとかしてもらえるという安

心した場所から離れる不安が高まることとなる。

医療者は，患児の不安な気持ち等の聴き取りやそ

の解消はもちろん，家族の不安な気持ちにじっく

りと耳を傾け，漢然とした不安を明確にしていく

ことが必要である。そして，そこで明らかになっ

た具体的な不安に関しては，対応策を一緒に考え，

明示し，共有していくことが重要である。とくに，

それまで付き添っていた母親にとって退院すると

いうことは，患児とだけ向き合っていればいいわ

けではなく，患児も含めた家族全体の母親として，

主婦として，妻としての現実に適応していかなけ

ればならないことも意味する。それは，母親にとっ
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て入院生活での体験以上に過酷な体験となるかも

しれない。母親が何もかも一人で抱え込まなくて

すむよう，医療者から母親自身や夫，祖父母など

に対して，患児や母親への夫や祖父母からの協力

がいかに重要であるかについての理解を促すとと

もに，協力体制の具体例を提示することも必要で

あろう。また，母親が患児のこと，自分自身のこ

と，家族のことなどについて気軽に話せる人や場

所を確保することの必要性などを助言し，ストレ

スを溜め込まなくてすむような環境づくりをする

ようあらかじめ喚起しておくことも母親の精神的

健康を保つ上で必要な予防的ケアとなる。本事例

では，父親や祖父母は患児への直接的な支援より

も，主にきょうだいの世話や留守宅を守るといっ

た役割を担っていた。臨床の場では，母親の個性

や家族状況によって父親や祖父母の協力のあり方

を考え，提案できるよう家族状況を見立てる視点

が医療者には必須である。

3．母親が主体的に病気や患児と向き合う際の心

　　理と支援

　本事例の母親は，医療者主体で患児のケアをし

てもらっていた病院から，家族主体で患児のケア

をし，育てていく自宅へと帰って来たことで，病

気のことなどわからないことだらけでありながら

も，自らが患児へのかかわりの主体であることを

意識し，患児に合った病気理解のさせ方を工夫し

たり，学校との交渉を試みたりした。母親が患児

に行った病気の説明は見事である。そこには，当

然のことながら患児への説明マニュアルが存在す

るわけではない。患児の性格などを熟知した母親

だからこそ，成し得た適切な説明であった。

　わが国におけるインフォームド・コンセント

（以下，ICと略す）の実際は，患児自身には十

分に行われているとは言えず，親を対象としたも

のが多い11）が，近年，患児自身へのICも積極的

に行われるようになってきた。元山11）によると，

そのあり方については患児の年齢や知的水準，両

親やその他の環境要因，パーソナリティを考慮し

た慎重な検討が必要であることが指摘されている。

子ども自身へのICについては，小児がんの領域
で多く論じられてきた12・13・14）。本事例のように，

病名はさておき，病状を患児に理解できる形で伝

えることは，患児の自分の身体への気づきを促し，

セルフコントロールカを身につけさせる点で非常

に意味あることであったと考える。

　また，本事例の患児が通う学校は非常に協力的

であったが，これは母親の事前の学校へのはたら

きかけの努力，およびそれを受け止める学校側の

器があってのことである。しかしながら，多くの

家族は学校側との交渉に苦慮しているものと思わ

れる。病弱児の療養生活と教育保障の諸課題につ

いて谷川15）は，学校や地域において仲問集団をつ

くるうえで，病弱児への理解と受け止めをどのよ

うに進めていくのか，また必要な時に必要な理解

を求めていく力を本人にどのように獲得させるか

などが課題であると指摘している。患児自身が幼

少であればあるほど，それを担う家族，医療関係

者，および教育関係者の責任は大きい。慢性疾患

をもっていても，患児が個々の状況に応じて発達

していく権利が十分保障されるための必要な教育

内容や教育的配慮が求められる。特別な教育的二一

ズに応える教育の総合的保障も望まれる。そして，

このような患児や家族と教育関係者との間を繋ぐ

役割の存在は重要である。医師や看護師がこの役

割を担うことはもちろん，徐々に小児科に配置さ

れるようになってきた臨床心理士や，平成14年度

から文部科学省が5力年計画で全国の公立の小・

中学校に配置すると公約したスクールカウンセラー

がこの役割を担うことも可能なのではなかろうか。

あくまでも患児やその家族の立場に立ち，教育関

係者や地域との橋渡しをする役割を担うところに

その存在意義がある。医療は医療の現場で，教育

は教育の現場でというスタンスではなく，子ども

を取り巻くさまざまな領域の者が連携し，子ども

の成長・発達を保障するトータルケアをめざす必

要があると考える。

4．患児の成長にともなって患児の自立性を促す

　　母親の心理と支援

　患児の自立を促すためには，母親および家族が

主体的に病気とかかわり，患児を支える姿勢が欠

かせない。本事例において，このような母親の病

気や患児に対する主体的なかかわりを促す基盤と

なったのは親の会の存在である。親の会は当事者

団体といわれている自主的な活動を主体としたセ

ルフ・ヘルプグループである。このセルフヘルプ・

グループの利点として，グループメンバーが相互

に助け合い，情報，体験談，問題解決の方法など

を教え合うことによって，メンバーの現実検討能

力が高められることなどが指摘されている16）。本

事例の母親も，親の会から送られてくる会報や会
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のメンバーとの直接的なかかわりのなかで，自己

開示をしたり，共感的に理解してもらう体験を通

して安心して居られる場所や人とのふれあい，ま

たそこで出会う先輩の親を自らのモデルとしたり，

現実の生活における症状の管理や困難への対処法

を学んだりすることで，治療等への理解が深まり，

治療法を選択するまでに至った。母親はこのよう

な知識や理解に裏打ちされて，主体的に病気や患

児，家族，医療者や教育関係者と向き合うことが

出来るようになったと思われる。

　本事例では，病名告知以降，徐々に母親が落ち

着きを取り戻し，主体的に行動できるようになる

と，その母親の姿を見て患児も安心したのか，患

児自身も自分の病気のことに関心をもち，医師な

どに相談をもちかけたりするように変化した。ま

た，度重なる入院経験のなかで，患児は困ってい

る他者に対して援助の手を差しのべるなど，他者

への思いやりの心をはぐくみ，確実に成長を遂げ

ていった。

　患児が思春期にさしかかると，自分が他者と違

うこと，慢性疾患をもっていることを知られたく

ないと自己を強く意識し始める患児に，親として

患児の主体性の発達を阻害してきてしまったので

はないかとわが身を省み，親子関係に変化が生じ

る。発病以降，過保護にし，無理のないようにと

過度な制限を強いてきたが，本人の判断や意思に

任せてみると，意外にも成長しているわが子の姿

に驚かされながら，今後の本人の困難を克服する

力に期待するようになる。このような患児の成長

は，母親自身の心理的発達プロセスの表現型とも

いえるのではなかろうか。

　慢性疾患の子どもと母親は入院や通院，心配の

あまり過保護や過干渉になりやすいことから母子

密着状態を招きやすい。そして，子どもの成長が

母親の不安をかき立て，母親が子どもの成長に抑

制的な影響を与えたりすることもある。このよう

な時にこそ，母親を支え，客観的に介入できる父

親の役割が重要である。父親が単身赴任中であっ

たり，母子家庭であったりなど，父親役割をする

人物がいない場合などには，とくに母親の心理的

な支えとなる第三者の存在が必要となる。医師や

看護師，臨床心理士などの医療スタッフがこの役

割を担うこともあろう。

　本事例の患児の病態は比較的重度であり，今後，

冠動脈バイパス手術という大きな手術は避けられ

ないという。先行きの不安を抱えながらも，日々

成長していく存在である患児のすこやかな心と身

体をはぐくむために，患児の母親も親としての成

長を遂げなければならない。医療者は，患児およ

びその家族が発達していくプロセスを見守り，適

宜，必要なサポートを察知し，提供していく鋭敏

な感性と行動力を養わなければならない。
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