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抄録

看護師が育児をしながら交代制で仕事を継続していく時，どのような困難があるのか，またそれにどのように

対処しているのかを把握する目的でO歳から12歳まで養育している看護師50名を対象に質問紙による調査をした。

分析の結果，保育態勢の多くは昼間は保育所，夜間は夫か祖父母のどちらか 1人であった。困難としては[保育

態勢の不充分さ) (母親の身体的疲労) (親役割における葛藤) (子どもへの影響]の 4つの要素が抽出された。困

難や問題に対する対処として， ((社会に向けた取組みをする)) <<夫・祖父母への働きかけをする)) <<子どもと関わ

る時間を工夫してつくる》など 6つの積極的な行動の他，子どもとの触れ合いに関する情緒的な対処やその場を

何とかしのぐという消極的・回避的な対処行動がみられた。
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司

l
i

門

i



広島県立保健福祉大学誌 人間と科学 3(1) 71-82 2003 

はじめに

1986年の職業機会均等法施行以来，女性の社会進出

が進み，いまや既婚女性の半数以上が働く時代となっ

ている。そして，仕事に対する女性のキャリア志向が

高まり，男女共に晩婚化，晩産化，また結婚しても子

どもを持たないという多様な選択肢の中で，合計特殊

出生率は毎年過去最低を更新し続けている。 2001年は

l.33で総人口に占める15歳以下の割合は， 14.3%と急

速な少子化を裏付けた数値となっている O それは同時

に高齢社会を加速化し，経済の沈滞や次世代を支える

人口の低下，医療費の高騰，年金の破綻の恐れ等さま

ざまなところへ問題が波及している O 子どもの側から

見ると，地域・家庭の子どもの減少は，子ども自身が

子ども集団の中で、育つ機会を奪い，大人の過度の関わ

りを増やし子どもから自由な時間・場を奪っている O

子どもの健全な発達のためにも働く女性が安心して子

どもを産み，育てることができる環境を整えることが

急がれており，厚生労働省は育児支援として，父親の

育児への参加を勧め， 1995年・エンゼ、ルプラン， 2000年

新エンゼ、ルプラン等具体的実施計画を次々策定してい

るが毎年の出生率を見る限り，一向に少子化には歯止

めがかかっていなし¥。 30歳代女性有職者の離職理由と

して最も多いのが育児である 1)。育児をめぐる研究とし

ては1980年代から専業主婦や働く母親について育児不

安の研究があり，育児における父親不在と母親の育児

の孤立化と育児不安の関係が明らかになっている 2)3)。

しかし働く母親が仕事と育児をどのような環境で両立

させているかに関する研究はあまりみられない。

交代制で夜勤のある看護職は女性にとっては一定の

生活リズムが保てないため，仕事と育児を両立させる

上で、過酷な職業のーっといえよう。さらに病院で看護

職が仕事で対象とする人々は，多様な年代層でさまざ

まな経験を持つ心身を病んだ人々である。ケアにあた

る際には，多様な側面から幅広く病んだ人を見つめ，

理解し受け止める心が必要とされる。そのためには看

護職者としてゆとりある安定した気持ちで患者に接す

る必要がある O 一方，育児には子どもの急な発病や出

来事等，親にとって予測外の対応が求められることも

多い。仕事はその内容を含めて業務配置等計画的に遂

行していくものであるため，育児中の者にとって予測

外への対応は日々葛藤が大きいと推測され，仕事との

両立を困難にしていると考えられる O 育児と就業を両

立させるためには，その葛藤をできるだけ小さくする

よう育児・就業環境を整えることが必要であり，その

ことは，仕事・子どもとどちらも選択することが可能

で少子化防止の一助につながるものと考えられる O ま

た育児中でも働けることは，心理的に母子の離れる時

間を持つことになり育児の密室化を防ぎ，育児不安の

予防にもつながるといえよう O このように育児中でも

就業することは母親の精神面で，また子どもの心の発

達にとってよい効果が期待できると考えられる。

本研究の目的は，働く母親にとって必要な支援は何

か，育児と両立して看護職を継続するための要因を明

らかにするための基礎的資料を得ることである。その

ため看護師が育児をしながら交代制で仕事を継続して

いく時，どのような困難があるのか またそれにどの

ように対処しているのかを把握することとした。

尚，本研究における育児とは，小児期の子どもに対

する日常生活の世話や保護，教育等心身の関わりを通

したいわゆる社会化に向け養育していることを言う。

育児休業とはすべての男女労働者を対象に子どもが 1

歳になるまでの休業を認めた育児休業法による休暇を

いう O また伝統的性別役害IJとは，育児や家を守るのは

女性の責任とする性別役割意識4)のことを言う。保育所

は厚生省所管だけでなく集団保育を行っている院内託

児所を含む社会的な保育施設として用いる。

I 研究方法

1 調査対象:0歳から12歳 (6年生)までを養育し

ている看護師50名

2 調査期間:2001年3月15日'"'-'4月20日

3 調査方法と内容:質問紙法

具体的質問項目は，①対象の属性:年齢，配偶者の

有無，家族構成，子どもの健康状態について，②勤務

状況:勤務形態，勤務継続年数，育児休業取得の有無

と期間，現在の夜勤回数について，③配偶者の協力に

対する満足感と協力内容，④育児上の支援者，⑤育児

と仕事の継続における困難なこと，⑥自分の育児に対

する満足感，⑦育児をしながら仕事を継続できる原動

力，⑧子どもへの関わりで工夫していることの 8項目

とした。③④⑤⑥⑦⑧の質問項目に対する回答は自由

記述とした。調査用紙は，院内託児所・知人等を通し

て調査への協力を依頼，配布しそれぞれ郵送にて回収

した。倫理的配慮として，調査への回答は無記名で個

人のプライパシーは特定できないよう配慮すること，

回答は自由意思によるもので結果は研究目的以外に使

用しないことを明記した。

4 データの分析

自由記述された回答は，小児・母性看護学を専門と

する研究者で内容を検討し，ラベルとして抽出した。

抽出したラベルは同一，あるいは類似の内容を持っと

判断できたものを項目としてまとめ，内容を表す名称

をつけた。さらに内容の類似の項目は大項目としてま

とめた。

E 結果

配布数50名の内，回収数は31名，回収率62%であった。
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1 対象者の背景

表 1に示すように母親

の平均年齢は32.4歳 (SD

4.23)，夫の平均年齢は33.2

歳 (SD4.76)であった。

配偶者の有無では，有り

が29名 (93.5%)，無しが

2名 (6.5%)であった。

家族構成は27名(87.1%)

が核家族，祖父母同居の

複合家族は4名(12.9%)

であった。

子ども数は平均1.65人

で同胞なしが約半数の15

名 (48.4%)，同胞 1人が

12名 (38.7%)，同胞 2人が 4名(12.9%)であった。

回答者31名の現有子ども数は51名で 6才未満の未就学

児 (0-6歳)が37名 (72.5%)，6才以上の就学児童

(7 -12歳)は14名 (27.5%)であった。その内， 3歳

以下が25名と約半分を占めていた。調査用紙の回収時

期が 3月下旬に集中したためか未就学児は 6歳以下，

就学児童は 7歳以上であった。

勤務形態は20名 (64.5%)が3交代制で 2交代はな

かった。結果から病棟・外来の区別は把握できなかっ

たが当直は 5名(16.1%)がしていた。夜勤回数は，

月に 6"'8回が16名と最も多く，当直を含めた25名の

夜勤回数は平均7.9回であった。中には 3交代の他，早

出・遅出等変則勤務を合わせると 16回という回答も見

られた。夜勤なしは 6名(19.4%)であった。夜勤の

ない 6名の子どもの状況を見ると 2名は O歳児が，他

は幼児と学童期の子どもがいた。母親の平均年齢は 3

名が27.7歳で他3名36.7歳と二極化していた。 6名の

内 2名は第 1子・ 2子の場合とも育児休業を取得せ

ず仕事を継続していた。

表 1 対象者の背景
1-1両観平均年齢
-母貌 32.4歳(S0423)
・父観 3328 (S04.76) 

27 (871) 

4 (12.9) 
n=31{唱)

1-4子どもの年齢と現有子ども数
未就学究
.0歳
・1-3織
・4-68

就学児童
.7-9. 
・10-12歳以下

15 (48.4) 
12 (38.7) 
4 (12.9) 
n=31{唱)

3 (5.9) 
22 (43.1) 
12 (23.5) 

1-2家族形態
・緩家族
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保育状況と育児の支援者2 
位

m

η

)
一引

7
8
=
一

向
い
師
団
一

n

n
3
E
U
 

保育なし

-一

-
5
-
亡
D

o 

. ( )肉は同居の祖父母

表3 保育の状況(重複回答)
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1-3歳
4-6歳
7-9歳
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勤務状況

23 (76.7) 
7 (233) 
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n=30 (弘)NA=1 

表 2
2-1 働き始めた時期

・資格取得後現在まで
.一時中断し再就職

中断期間 1年から1年半
5年

6年
回答者31名の現有子ども数51名について昼間の保育

状況を表 3に示した。保育所の利用は O歳児では 3名

全員， 1"'3歳では22名中20名， 4"'6歳では12名中

11名であった。乳幼児全体で見ると37名中，約90%の

34名が保育所を利用していた。重複回答で乳幼児の祖

父母は 3名(同居 1を含む)であった。幼児2名は配

偶者(子の父親)の休み時は，配偶者が世話をしてい

た。その他 1名は子の曽祖父(親の祖父)であった。

7歳以上の就学児童14名を見ると，祖父母が 5名(同

居 2)であった。学童保育の利用可能な 7"'9歳児9

名では学童保育の利用が 5名，他の 2名は祖父母(同

居 1)，他2名は保育者がいない状況であった。学童保

育の利用ができない10歳以上の児童5名は 3名が祖

父母(同居 1)， 2名は保育者なしであった。

夜勤者25名の現有子ども数43名における夜間の保育

状況は，配偶者による世話が30名で約70%と最も多く

見られた。重複回答で祖父母は18名(同居6を含む)

で約40%であった。その他として曽祖父，おば(親の

姉妹)が 3名見られた。 6歳以下の乳幼児33名を見る

と，配偶者は21名で約64%，祖父母は15名(同居4を

含む)の約46%であった。 7歳以上の就学児童10名で

は，配偶者が 9名の90%，祖父母3名(同居 2)の30%

で乳幼児に比べ配偶者が多くなっていた。
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勤務状況は表 2に見るように31名全員がフルタイム

でその内， 23名 (76.7%)は看護師の資格取得後，現

在まで勤務を継続していた。他の 7名 (23.3%)は一

時中断し再就職をしていた。中断の理由は 6名が育児

のため，他 1名は夫の転勤によるものであった。中断

期間は 5名が 1年から 1年半以内で他の 2名は 5-6年

であった。また 5年間中断した 1名を除いて全ての

回答者が子どもの乳幼児期に勤務経験をもっていた。

育児休業の取得は第 1子の時27名 (87.1%，nニ 31)が

3'" 12ヶ月取得していた。第 2子では11名 (68.8%，

n= 16)，第 3子では 2名 (50.0%，n= 4)がそれぞれ

取得し，子ども数が増えるにつれて取得した割合が減

少していた。
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次に昼間，夜間の保育態勢について保育所を含む支

援者数と祖父母の支援状況をみたのが表 4である O 昼

間の保育態勢では現有子ども数51名中，約88%の45名

が 1人と答えていた。そのうち，祖父母の支援は12名

(27.7%， n=45)であった。 2人以上の複数の支援者

があるのは 1"'-'3歳児の 2名のみで 2名とも保育所と

祖父母による態勢であった。 3人以上はいなかった。

放課後の保育者がし、ない状況が就学児童4名にみられ

た。あった。夜間の支援者数では夜勤者25名の現有子

ども数43名中39名 (90.7%)は 1人であった。その殆

どは配偶者で他14名 (35.9%，n =39)が祖父母あっ

た。複数の支援者がいるかでは夫と祖父母の 2人がし、

ると答えた者が 4名であった。

表4 保育支援者数と祖父母の支援状況

《昼間》
1人 2人 なし

3 3 。
22 20(6) 2(2) 
12 12(1) 。 。
9 7(2) 。 2 
5 3(3) 。 2 
51 45(12) 2(2) 4 

*( )肉は祖父母の支媛数

《夜間》

1人 2人 なし

3 3(2) 。
19 15(6) 4(4) 

11 9(3) 。
7 8(2) 。
3 4(1) 。
43139(14) 4(4) 。

*( )肉は祖父母の支擁数

表 5 育児上の支援者(重複回答)

のカもt務母 時がで外に保育 気母 る不発 き困し
時時親 の親 時が安達上 つつ
病子が き急時 時が たけ
気ど動 た用問 病 あの とで

人数 同 人数 % 人数 % 人数 首 人数 首

総数 31 100.0 31 100.0 31 100.0 31 100.0 31 100.0 

支援あり 29 93.5 27 87.1 28 90.3 26 83.9 29 93.5 
配偶者 191 61.3 131 41.9 201 64.5 121 38.7 121 38.7 
祖父母 151 48.4 151 48.4 161 51.6 101 32.3 151 48.4 
保育所関E 。。。 。。。 。。。 3 9.7 51 16.1 
友人 3.2 3.2 。。。 51 16.1 61 19.4 

おぱ 2 6.5 。。。 3.2 3.2 3.2 
その他 3.2 3.2 3.2 2 6.5 2 6.5 

NA 。。。 。 0.0 。 0.0 3.2 。。。
支援なし 2 6.5 4 12.9 3 ， 9.7 4 12.9 6.5 

質問項目④「次の状況時，子育ての協力を得られま

すか，またそれはどなたですか。」に対する回答を見た

のが表 5である。母親が勤務時，子どもが病気になっ

た時の支援者は31名中29名 (93.5%)があると答え，

なしが 2名 (6.5%)であった。内容を見ると配偶者19

名 (61.3%，n =31)，祖父母15名 (48.4%)，友人 1

名 (3.2%)，おば(母親の姉妹) 2名 (6.5%)，その

他として曽祖父 1名 (3.2%)であった。なしと答えた

者 2名の内，その状況を見ると 1名は夜勤がなく子ど

もは小学生であった。そして子どもの乳幼児期は病児

保育を利用し，資格取得後現在まで育児休業以外中断

することなく仕事を継続していた。次に保育時間外に

急用ができた時の支援者を見ると27名 (87.1%)があ

り，なしが 4名(12.9%)であった。主な支援者は祖

父母15名 (48.4%， n =31)と配偶者13名 (41.9%)

であった。他に友人 1名 (3.2%)，その他の曽祖父 1

名 (3.2%)であった。母親が病気の時は28名 (90.3%)

に支援者があり， 3名 (9.7%)は支援者がいないと答

えていた。主な支援者は配偶者20名 (64.5%)，次に祖

父母16名 (51.6%)で，おばとその他の曽祖父がそれ

ぞれ 1名 (3.2%)であった。母親が子どもの発達上の

不安がある時の相談者としては26名 (83.9%)は相談

者がいるが 4名(12.9%)は支援者がいないと答えて

いた。主な相談相手は配偶者12名 (38.7%)，祖父母10

名 (32.3%)で次に友人 5名 (16.1%)，保育士等保育

所関係者 3名 (9.7%)であった。その他には職場関係

者と同居の曽祖父母がみられた。しつけで困った時の

相談者はいる29名 (93.5%)で， 2名 (6.5%)はいな

いと答えていた。相談者は祖父母15名 (48.4%) と配

偶者12名 (38.7%)が多く，次に友人 6名(19.4%)，

保育所関係 5名(16.1%)であった。

3 伝統的性別役割に対する認識と育児への満足

子どもを育て家庭を守
表 6 育児への意識

るのは女性の責任である か1伝統的性別役割意識に対して
肯定する

としづ伝統的性別役割に 否定する 27(931) 

対してどのように考える :222Z符2ω
か自由記述を分析した結 ・古い考えだと思う(2)

果，表 6に見る回答が得

られた。 29名中 27名

(93.1 %)が性別役割を

否定していた。その内容

は22名が家事・育児は夫

29(1000弛:
NA=3 

6-2配偶者の協力に対する認識

-満足している 16(534) 
.満足ではないが現状では仕方がない

10(333) 
・もっと協力してほしい 4 (133) 

30(100.0%) 

婦の責任であるという認 N 自分の子育てへの満足

識で、あった。その中には 22tEドZい 25112 
「少し前までは女性の役 31(100.0紛

割と思っていたが夫が私と同じくらい家事をこなせる

姿や『父親だから世話をするのは当り前』といってく

れた時，男も女も関係ないのだと思った。」また「家庭

のあり方が多様化していく中で子どもにとって望まし

い育児環境をつくるためには助け合うことが必要だと

思う。父親の育児における重要な役割は教育であると

同時に母性が円滑に行えるために精神的支持を与える

ことだと思う。」という男女が共に家事・育児に参加す

る中でそれぞれの役割を必要とする意見が多く見られ

た。中には肯定ではないが，現実は母親の負担が大き

いという意見も見られた。性別役割を肯定する，は 2

名 (6.9%)で「家を守る人が誰もいなかったら家庭は

築けない。私がやりたいことを少し我慢してでも家庭

を守りたい。」という意見があった。

配偶者の協力に対する認識では満足しているが30名

中16名(53.4%)で，もっと協力して欲しい4名(13.3%)，

満足ではないが現状では仕方ない10名 (33.3%)であっ

た。具体的記述を見ると「夫は週休 2日であるが実際
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は日曜日しか休みがない。平日も残業が多い。保育園

のない祝日や保育時間の短い土曜日は夫に頼れず遠方

に住んでいる母にみてもらっている。」と残業が多く帰

宅時間が遅いため物理的に家事や育児の分担がこれ以

上不可能とする内容であった。

自分の子育てに対する満足では満足しているが31名

中7名 (22.6%)で満足していないが24名 (77.4%)

であった。対象者が少ないこともあり，育児への満足

と配偶者の協力への認識，子どもの数，夜勤数の違い，

性別役割への認識からみたが有意な差は見られなかっ

た。しかし，自分の子育てに満足していると答えた人

は，配偶者の育児への協力に対して満足，あるいは現

状ではしかたがないと答え 1名を除いていずれも配

偶者以外に実の母親，祖父母等身内の理解と協力が得

られていた。

4 働く母親の育児上の困難

働く母親の育児上で困難に思うことについて自由記

述した文章の内容を検討した結果，ラベルは総数40あ

り，乳幼児を持つ親の場合は31，学童期の子どもを持

つ親の場合は 9ラベル得られた。類似の内容のラベル，

項目をまとめた結果，育児上の困難として乳幼児期で

は大きく 4つの要素にまとめられ， (保育態勢の不充分

さ】[母親の身体的疲労](親役割における葛藤](子ど

もへの影響]と命名した。また学童期では乳幼児期と

同様[保育態勢の不充分さ)【親役割における葛藤】の

2つの要素にまとめられた。

[保育態勢の不充分さ]表 7に示すように，具体的

記述内容として最も多くのラベルが抽出され，項目は，

《子どもが急な病気時，保育態勢の調整が大変》と交

代制勤務に対する《夜勤時の保育態勢がない》であっ

た。具体的記述内容として前者は，子どもの発熱等に

よる「保育所からの急な呼び出しで職場を早退できな

いため迎えに行けなし、J，迎えに行ける人を探しまわっ

て「夫・母にお願いし迎えを調整する」としづ予測外

の状況への対処に関する内容や r2歳まではよく熱を

出しJ，母・夫・妹等身内，にみてもらったJ，身内

が近くにいなくて自分が仕事を休まざるを得なし¥J ，し

かし「仕事を休みづらし¥J ，病児保育のたびたびの利

用は費用がかかるJ，というものであった。学童期では

「放課後の保育態勢がなく一人で留守番をして過ごし

ていた」や幸いなことに学童保育があっても「終了時

間が保育所時代より早く，子どもが一人で過ごす時間

ができたJ，保育所のように連絡が密でないため日中

の状況把握が困難となり精神的にしんどし¥J ，また保育

所以外から来た他の子どもを通して家庭にいる母親の

存在を知り「子どもから家にいて欲しいといわれた」

等があり，項目として《放課後の保育態勢がない》と

まとめられた。さらに乳幼児同様，病気時，仕事が休
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めないことが《子どもの急な病気時，保育態勢がない》

という保育態勢の不充分さが育児上の困難の要素とし

てまとめられた。

【母親の身体的疲労】具体的記述内容として「子ど

もが幼く一人で何もできないため，全てに手がかかる」

とし 1う乳幼児の発達上の特徴に関するものが見られた。

また夜勤による睡眠不足にもかかわらず保育所の送

迎・育児・家事がある」ことや乳児期は「母乳のため

夜も起きなければならず睡眠不足になり体調を崩したれ

「仕事で疲れている時，子どもに泣かれるとイライラ

する」という身体的疲労を回復できないまま育児をし

なければならない大変さが内容として見られた。

[親役割における葛藤]抽出したラベルは《子ども

と関わる時間が少ない))<<自分が世話できないことが嫌》

の2つに項目としてまとめられた。具体的記述内容と

して前者は平日は忙しくて子どもとあまり遊べなしり

「夫婦ともに仕事が不規則でスキンシップが不足するJ

があった。また《自分が世話できないことが嫌》の内

容では我が子の育児を他者に委ねなければならなしり

があり，育児は本来親がしなければならないがそれが

充分果たせないとし 1う認識から来る母親役割意識に対

する葛藤が見られた。学童期では「参観日に仕事で出

席できなし、」や仕事を調整して休めても rpTA行事

が多く自分の時間が持てない」という内容が，親とし

ての役割行動に関する葛藤としてまとめられた。

[子どもへの影響]項目《保育所に子どもが適応で

きない》では子どもが幅吐・腹痛を訴えることが続

いた」とする不適応症状としての身体表出の問題を感

じた内容が見られた。《食習慣への影響》では，子ども

を親の両親に預け「離乳食に苦労したJ，朝が慌しく

朝食をとらない習慣がついた」等子どもの発達上の影

響への思いの内容がみられ， (子どもへの影響)とする

要素としてまとめられた。

5 育児上の困難及び子どもへの関わりの工夫

質問項目の育児とでの困難及び子どもへの関わりの

工夫の中からどのように対処しているかについて記述

内容を分析した結果，ラベル総数は85抽出できた。そ

のラベルを働く母親の育児上の困難における 4つの要

素の視点から分類しまとめた結果，表8に示すよう合

計8つの対処行動に分類できた。

[保育態勢の不充分さ)に対しては《社会に向けた

取組みをする))<<夫・祖父母への働きかけをする))<<今

ある社会資源・制度を活用する))<<その場を何とかしの

ぐ》の 4つが見られた。具体例としては学童保育がな

いため，周囲の人々に働きかけて r2人目の時，学童

保育をつくった」や「実母に協力してもらったJ，夫

と話し合う」等積極的行動が見られた。また，祖父に

預けるため昼間の離乳食はベビーフード、に頼ったJ，
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表7 働く母親の育児上の困難

く乳幼児期〉

要素 項 目 具体的記述内容

-子どもが急に病気になったとき誰が看るか予定が立たない

-病児保育をたびたび利用すると費用がかかる

保育態勢 子どもが急な病気時 2 保育体 -子どもの急な発熱で実母，義母に助けを求めるしかない

の不充分 市jの調整が大変 -近くに身内がいなくて自分が仕事を休まざるを得ない

さ -夫と話し合うが自分が仕事を休まざるを得ない

-仕事が休みづらい，休みを取れてもいろいろと言われつらい

-仕事中，保育所からの急な呼び出しで迎えに行けないため夫や義

母・妹に迎えに行ってもらった

. 2歳までよく熱を出した

-子どもの入院

-病気なのに十分時間をかけてみてあげられない (2ω 
夜勤時の保育態勢がない -夫が仕事のためみてもらえないことがある

(2) 

-一人でなにもできないので全てに手がかかる

母親の身 母親の身体的疲労がある -夜勤による睡眠不足で身体がどうにも動かない時でも保育所の送

体的疲労 り迎え，遊び相手，食事の仕度がある

-母乳のため夜も起きなければならず体調をくずした

-仕事で疲れているとき，泣かれるとイライラする (4) 

子どもと関わる時間が少な -平日は忙しくて傍らであまり遊べない

親役割に い -夫婦共に仕事が不規則で生活リズムが子どもと合わないスキンシ

おける葛 ツプが不足する

藤 (2) 

自分が世話できないことが -我が子の育児を他者に委ねるのが嫌だった

嫌 (1) 

保育所に子どもが適応でき -子どもが幅吐・腹痛を訴えることが毎日続いた

子どもへ ない (1) 

の影響 食習慣への影響がある -離乳食が完了する前の職場復帰で父にみてもらったので食事に苦

労した

-朝があわただしいので朝食をとらない習慣がついた (1) 

く学童期>

要素 項 目 具体的記述内容

放課後の保育態勢がない -放課後の保育態勢がなく一人で留守番をして過ごしていた

保育態勢 -学童保育の終了時間が保育所より早く一人で過ごす時聞ができた

の不充分 -保育所のように連絡が密でなく日中のことを把握できないので精

さ 神的にしんとわ=った

-子どもから家にいてほしいと言われた

(ω 
子どもの急な病気時，保育態 -病気の時，仕事が休めない

勢がない (1) 

親役割に 学校行事に参加できない -参観日が仕事で出席できない

おける葛 . PTAの行事が多く，自分の時間が持てない ω 
目長

ラベル総数 40， ()内数字はラベル数

po 
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表 8 育児上の困難および子どもへの関わりの工夫

困難 対処 項目 具体的記述内容

①社会に向けた 学童保育をつく . 2人目のとき，学童保育をつくった

取組みをする る (2) 

②夫・祖父母ヘ 祖父母・夫の理解 -実母に協力してもらった

イ呆 の働きかけを と協力を得る -義母が面倒を見てくれた

態勢育
する -実家の母にみてもらう

-近くの実家にあずけ自分も泊まる
の -夫に休みを取ってもらった

不十分さ -夫と話し合った

-夫に早く帰ってきてもらった (15) 

③今ある社会資 社会資源を活用す -昼間の離乳食はベビーフードに頼った

源・制度を活 る -病児保育の利用 (2) 

用する

自分が休暇を取る -近くに身内がいなくて自分が休まざるを得ない

-夫と話し合うが結局自分が休むことになる (2) 

④その場を何と 子どもに辛抱させ -病気の時，弁当を作って一人で寝かせた

かしのぐ る -少しくらいの熱はごまかしたり，座薬で下げたりして保育所

に預けた (2) 

⑤子どもと関わ 毎日の中で子ども -子どもが寝る前に添い寝をし，絵本を読む

る時間を工夫 と共に行動をする -遊びゃ本を読む時間をつくる

親役割に
してつくる 時間を工夫してつ -添い寝をして 1日のことを話す

くる -お風呂に一緒に入り話をする

-通勤途上の車の中で子どもと歌を歌う
おけ -食事を一緒に食べる
る -夕食の準備を子どもと共にする (17) 
藤葛 休みの日は一緒に -休日はできるだけ相手をし，外で遊ぷ

遊ぷ -休みの日や時間が空いているときは一緒にいる

-休日は子どもとの時間を過ごす ( 10) 

子ど
子どもと過ごす時 -仕事が休みの日は保育園を休ませ母子一緒の時間をつくるも

J¥ 聞をつくる -休みの日は学童保育を休ませスキンシツプ・リフレッシユの
の 時間をつくる
響影

-家事を子どもが寝ている聞に早起きしてすませてしまう

-子どもと過ごす時間をできるだけつくるように心がけた (6)

夜勤時，子どもへ -夜勤で実母に預けるときは自分も一緒に泊まり，朝必ず会うよ

の関わりを工夫す うにする

る -夜勤時は子どもの就寝前に家に電話を入れる

-夜勤時は必ず身内の誰かが関わるようにしている

-準夜の時，子どもと交換日記をする (4) 

⑥子どもとの触 スキンシップをは -仕事から帰ったらしっかり抱きしめる

れ合いを大切 かる -一日一回はt包っこをしてやる
にする . l'包きしめてスキンシップをはかる (8) 

-77 -
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できるだけ話をき -保育所の様子を子どもから聞いておしゃべりする

く -少しの時間でも話したり遊んだりする

-リビングに集い話す時間をつくる (4) 

充分甘えさせる -子どもが甘えてくるとき充分甘えさせる

-家にいるときは十分甘えさせている

-子どもが相手をしてほしいとぐずるとき，相手になる

-子供の欲求にはできるだけこたえる (5) I 

言葉で大好きと伝 . rooちゃん，大好き」と言葉で伝える

える . r大好き」という気持ちを態度か言葉で示す

-保育園で別れる時，声かけ，キスする (3) 

⑦保育者との連 保育関係者との連 -子どもがストレスを感じているとき，保育土と密に連絡をと

携を積極的に 絡を密にする り保育所を休ませ実母にみてもらった

する -保育士の協力のもとに本人の不安や寂しさを少しずつ取り除

いていった

-保育所・祖父母・夫とのコミュニケーションを密にする (3) 

⑧自分自身の体 子どもに合わせて -昼間，子どもが寝ている時，自分も休むようにした (1) 

母親 調を整える 自分も休む

の

疲労身体的

親がリフレッシュ -用があるときやリフレッシュしたいとき仕事が休みでも保育

をする時間をつく 所に預け自分の時間をつくる (1) 

る

「病児保育を利用した」等現在ある社会資源を積極的

に利用していた。消極的な行動として「近くに身内，

がし、なくて休まざるを得ないJr夫と話し合うが自分が

休むことになる」という自分が休みを取ることに対す

る内容があった。《その場を何とかしのぐ》では，子ど

もが学童児の場合病気の時，弁当をつくって一人で

寝かせた」や，幼児で、は「少しの熱なので座薬で下げ

保育所に預けた」という内容であった。

{親役割における葛藤)【子どもへの影響)に対する

対処は，仕事をしているため子どもに充分関われない

親役割行動に関することやそのことから派生する子ど

もへの影響に対するものがあり， ((子どもと関わる時間

を工夫してつくる))((子どもとの触れ合いを大切にする》

《保育者との連携を積極的にする》の 3つがあった。

具体的行動は「子どもが寝る前に添い寝をし，絵本を

読むJ rお風呂に一緒に入り話をする」や「家事を子ど

もが寝ている間にすましてしまう Jr夜勤で実母に預け

る時は自分も泊まり，朝必ず会うようにする J r準夜の

時，子どもと交換日記をする」等子どもと関わる時間

を夜勤時も含めて積極的に工夫してつくっているもの

であった。また子どもとの触れ合いの内容は仕事か

ら帰ったらしっかり抱きしめる」等スキンシップを積

ラベル総数 85， ()内数字はラベル数

極的にとる行動や「保育所での様子を子どもから聞き

おしゃべりする」のようにできるだけ子どもの話を聞

こうとする情緒的感情的行動であった。子どもの不適

応症状に対しては，保育士や普段世話してくれている

祖父母，夫とコミュニケーションを密にとるという行

動であった。

[母親の身体的疲労】における対処では， ((自分自身

の体調を整える》とし、う積極的な調整行動が見られた。

具体的内容として，親がリフレッシュする時間をつく

るために「用がある時やリフレッシュしたい時は仕事

が休みでも保育所に預け自分の時間をつくる Jr昼間子

どもが寝ている時は自分も休むようにした」という体

調調整への積極的行動であった。

E 考察

1 働く母親の育児上の困難

現在，看護職として仕事を継続している母親にとっ

ての困難は，【保育態勢の不充分さ】【母親の身体的疲

労}【親役割における葛藤】【子どもへの影響]であっ

た。子どものいる既婚女子労働者の末子の保育状況に

関する総理府の1989年の調査5)によれば 1歳未満では祖

父母が約 7割，幼児では祖父母及び保育所・託児所が

。δ
ウ

i



約 5害IJとなっている O 今回の調査では，乳幼児共昼間

は保育所が中心で，夜間は配偶者と同居及び同居して

いない祖父母が中心となっていた。看護職の場合，昼

間の保育の場として保育施設は不可欠であり，育児休

業の制度も義務教育教職員と共に1976年から法制化的

され昼間の就業環境は比較的整備されている。しかし，

夜間における保育態勢は身内中心で社会的な制度の利

用は全くみられなかったことより夜間就業者への支援

は充分ではないことが伺えた。また，母親が勤務時の

子どもの急な病気時の支援者は約 9割はあると答えて

いるが，その支援者を見るとやはり配偶者・祖父母が

半々である。他に友人・おばがいる者は 1-2名である O

このように子どもの急な病気時の支援態勢はごく身近

な親族の協力を中心に一応整えているが，昼間・夜間

の保育状況は 1人態勢が殆どであることを考えると，

配偶者の仕事上の都合や祖父母の健康上の問題が生じ

た場合等は，即，保育者探しをしなければならない極

めて綱渡り的な保育態勢であるといえよう。さらに，

今後働く女性の増加により若い親世代の両親もまだ働

いていることが予測され，育児における祖父母の日々

の支援はますます困難になってくると考えられる。2002

年4月から仕事と育児の両立を支援する目的で育児・

介護休業法が改正された。育児休業が 3歳までと拡充，

子どもの看護休暇が創設され努力義務となり，時間外

労働の制限等法的整備がなされた。しかし，今回の調

査で r5年間仕事をしていたのに 1年間育児休業で仕

事から離れていただけで思っていた以上に身体がなまっ

て頭が働かなくてショックだった。調子を取り戻すの

に半年かかった。」という声も見られるように医療技術

の進歩や技術革新が早い現代では 3年間の育児休業

を取ることへの不安が大きいのではないかと推察され

る。そのためにも育児休業だけでなく夜間保育をはじ

め子どもが病気の時，安心して保育を任せることがで

きるように病児保育の体制づくり等社会的な支援の充

実に向けた取組みがより必要と考える。

性別役割意識では，家事・育児は夫婦の責任と約 9

害IJが答えている。が，両親の勤務時，子どもが病気に

なった場合，配偶者が休めない時は母親が休まざるを

得ないと答えていることから父親の育児参加に対する

行動は必ずしも男女同じとはいえないことが推測され

る。父親の育児参加を促すため1991年から育児休業が

男性も対象になったが1999年の男性の取得率はまだま

だ低く， 0.5%である針。今回の結果で 3歳以下の夜間

の世話は祖父母が多く見られたことからも，年少児に

おいては祖父母が優先され，父親の育児参加は消極的

な様子が伺われた。父親の育児休業取得は男性の親と

しての役割意識の他に企業の育児休業への理解も必要

である。経済低迷で民間企業は自社の再建に向け厳し

い時代であり，男性の育児休業の取得はますます困難
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が予想されるが，経営者からの意識変革が必要であろ

う。そのためにも未来の父親予備軍である若い世代に

向けた取組みが重要と考える。小中高等学校において

は平成10年， 11年と「自ら学び生きる力を育成する」

ことを目的に学習指導要領が改訂され教科の弾力化と

総合学習の取組みが始まっている。中学校では家庭科

の中で乳幼児との触れ合い体験宏積極的に行うことが

盛り込まれている。この新しい教育過程の中で学び成

長する若い人たちが親世代になる近い将来，父親役割

に対する意識も変化していることを期待したい。

25歳から40歳までの既婚女性の健康でない理由の一

位は余暇時間がないこと，次に家事・育児のためと言

う7)。今回の調査でも疲労が働く上での問題として見ら

れた。一般的に交代制で睡眠のリズムが一定でない看

護職の場合は疲労が蓄積しやすい。乳幼児の育児が重

なるといっそう疲労が大きいのであろう。育児期にお

いては，スウェーデンやイギリスに見るように通常の

勤務条件と差の無い処遇や実働に適した給料を保障し

たパートタイム制度の導入8)等多様な就業スタイルを導

入することで労働時間を短縮することができ，育児に

も充分な時聞がかけられ母親の疲労も小さくなる O そ

れによって育児に充分な時間がかけられないことから

起こる【親役割における葛藤)の問題も小さくなると

考えられる。また母親の疲労及び葛藤等不安な精神状

態から起こるであろう[子どもへの影響]を小さくす

るためにも，母親が時間的ゆとりを持って子どもに関

われるように仕事と育児の時間を調整し，一人ひとり

が多様な就業スタイルの中で自分に適した就業スタイ

ルを選択で、きることが望ましい。ゆとりを持って育児

を楽しみながら就業している母親の姿は，次世代にとっ

ても働く母親のモデ、ルとしてよい影響を与えるであろ

う。そして成長発達の途上である子どもの立場からは，

必要な時期・時間に親が身近にいて安定した親子関係

が維持できることは心身の発達上，重要なことである。

2 育児上の困難及び子どもへのかかわりの工夫

[保育態勢の不充分さ] (母親の疲労] (親役割にお

ける葛藤)【子どもへの影響】のいずれの困難や問題に

対しても《社会に向けた取組みをする))((夫・祖父母へ

の働きかけをする))((保育者との連携を積極的にする》

《今ある社会資源・制度を活用する))((子どもと関わる

時間を工夫してつくる))((自分自身の体調を整える》と

いう 6つの積極的な対処行動が見られた。育児をしな

がら仕事を継続する上では，何か問題が生じた時に対

処するだけでなく， 日頃から周囲の理解と協力を得る

等働く環境と育児環境を調整しておく準備性が見られ

た。

働く母親が子どもの病気時どのように対処している

か，について伊藤ら9)の調査によると子どもの発病時に
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は7割が，また山田ら 10)によると 9割以上が必ずある

いはできるだけ仕事を休んで対応しているという O し

かし休むことに対し 7害IJが心理的負担を感じていると

いう。今回の看護職に対する調査では自分が休むと答

えた人はわずか2名で 1割にも満たなかった。祖父母

の存在については調査対象の地域性にもよると考えら

れるが，看護職の場合は子どもが病気であっても仕事

を休めない，または休みにくい状況にあるのか，同時

に子どもの病気時の対応として配偶者や祖父母の理解

と協力を得る等支援態勢を日頃から準備しているから

であろう。あるいはそのような態勢を作れる人が仕事

を継続できているのかもしれない。一方， ((その場を何

とかしのぐ》消極的・回避的な対処が【保育態勢の不

充分さ)における子どもの病気時の対処として見られ

た。仕事を休めず支援者がいない場合のやむを得ない

対処である。子どもの病状について専門的な知識をもっ

て判断した行為であろうが判断を誤り子どもが重篤に

なった場合，取り返しがつかない危険と背中合わせの

対処である。伊藤ら 9)による親の受診行動の調査によれ

ば，働く母親は子どもの病気に対し早期に対応し，受

診の遅れや乳幼児検診の受診率の低下は特に認められ

なかったという。看護職の場合はどうであろうか，今

回の結果ではむしろ専門職として判断することで受診

が遅れ気味になっているのではないかと推察された。

【母親の疲労)に対しては《自分自身の体調を整え

る》が見られた。看護職にある者として健康の大切さ

が充分わかっているからこその行動とも考えられる。

母親が無理をすることは子どもへの関わりにもゆとり

が持てずよい影響を与えないということであろう。身

体が疲れている時は思い切って身体を休めるために子

どもを保育所に託し， リフレッシュして最善の状態で

子どもに関われるように，また時には普段の子どもへ

の関わりの少なさを補うようできるだけ一緒に過ごす

ようにしていた。[親役割における葛藤]に対しては成

長発達の途上にある子どもへの影響を考え，親として

の関わりを重視し，時間を捻出し，短い時間でいろい

ろ工夫して子どもに関わっていた。子どもと関わる絶

対的時間量の足りなさを充分自覚した上で，わずかな

時間を大切にし，寝る前に絵本を読んであげたり，一一

緒に食事の準備や入浴をしたり，子どもと話す時間を

作ろうと努力しており関わりの質を重視していること

がわかった。また，【子どもへの影響】として保育所の

登園に不適応症状を起こした時も保育士と連携を密に

することで情報を生かした対処ができていることが推

察された。母子密着の結果，現代社会一般の問題とし

て起こっている子どもへの過剰な関わりが看護職で働

く母親の場合，適度な距離となり，子どもが今，何を

望み何を必要としているのかをより客観的に把握して

育児に向かうことができていると考えられた。《子ども

-80 

との触れ合いを大切にする》行動も見られ，子どもの

情緒面の安定を意識した対処と考えられる。

このように働く上での困難に対する対処は全体的に

積極的な行動が多く見られた。三橋ら 11)によると就業

意欲が高いと育児への役割葛藤，育児不安得点が低い

としづ。今回の調査では仕事に対する認識，育児不安

の程度は把握していないが，育児をしながら仕事が継

続できる原動力となっているものについて自由記述を

見ると，経済面の他に子どもの笑顔と成長，夫や身内

の理解と協力・励ましの他，職場の患児の笑顔や看護

師としてのキャリアアップ等がみられ，看護職として

の就業意欲がうかがえる内容であった。就業意欲をもっ

て自分で選択した仕事をしていくことで育児への関わ

りの時間が少なくても対処行動がより積極的になって

いるのではなし、かさらに検討が必要である。しかし，

自分の育児への満足は低い。このことは子どもへ関わ

る時間の少なさからくる親役割葛藤のためなのか，あ

るいは《子どもに辛抱させる》とあったように子ども

が病気でも仕事を休めないことによる，すまなさから

くるものなのか，あるいは育児の最中にあり，自分の

育児のよい点が充分認識できていないことによるもの

とも考えられるが今回の調査では明らかにできなかっ

た。育児に対する自己効力感を高め，仕事と育児のバ

ランスを保ちながら安定した気持ちで仕事を継続して

いけるような支援も必要ではないかと考える。

今回の調査は看護職として働く母親の育児における

困難の内容を把握する目的で自由記述とした。祖父母

の支援については同居の有無と地域性，他に育児をし

ながら働く環境として院内託児所の設置の有無等も影

響があるのではないかと考えられる。母親の仕事に対

する認識と父親の性別役割行動に対する認識もふまえ，

さらに検討が必要である。

N 結論

1 昼間の保育状況は乳幼児では約 9割が保育所，学

童では学童保育や祖父母による育児が中心で、あった。

夜間は配偶者が約 7害IJ，祖父母が約4割の保育態勢

であった。

2 保育における支援者数は昼間・夜間ともに約 9割

が1人態勢であった。多くても 2人で保育所と配偶

者あるいは祖父母であった。

3 看護職として働く母親の育児上の困難には，【保育

態勢の不充分さL 【母親の身体的疲労】， (役割にお

ける葛藤] (子どもへの影響】の 4つがあった。

4 看護職として働く母親の育児上の困難及び子ども

への関わりの工夫では《社会に向けた取組みをする》

《夫・祖父母への働きかけをする))((保育者との連携

を積極的にする))((今ある社会資源・制度を活用する》

《子どもと関わる時間を工夫してつくる))((自分自身
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の体調を整える》の 6つの積極的対処行動が見られ

た。また《子どもとの触れ合いを大切にする》とい

う情緒的感情的な対処も見られた。【保育態勢の不充

分さ]に対しては《その場を何とかしのぐ》という

消極的・回避的な行動も見られた。
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Abstract 

A questionnaire survey was conducted of 50 nurses nurturing children aged 0 to 12. The purpose was 

to grasp the scope of difficulties they confronted and how they coped with them when nurses continued 

to work on a rotating basis with raising children. Analytical results showed that child-care conditions 

mostly entailed care at a nursery during daytime and care along with either a husband or grandparents 

during the evening. Four elements were cited as difficulties:“inadequacy of childcare conditions"， 

“physical fatigue of the motherぺ“conflictingparental roles"， and “influence on children'¥As wags to cope 

with difficulties and problems， the emotional responses of being physically affectionate with children and 

a negative coping behavior as a stopgap were seen in addition to six positive actions:“contributing efforts 

to society"，“working with husband/ grandparents"，“quality time for involvment with children"， and so 

on. 

Key words working mother， nursing profession， child-rearing， childcare conditions， coping 
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