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抄録

本研究の目的は，発達に遅れがある坊児をもっ母親が障害克デイサービスを利用し，どのように変化し，そ

の変化に与えた支援内容を明らかにし 子育て支援について示唆を得ることとしたσ 対象は障害見デイサーピ

スを利用し，発達に遅れがある幼児の母親 3名で島った。研究方法は半講戒的な面接法を用いた。分析方法は

賞的帰納的方法を用いた。対象者の体験から， 1) [子育てに対する思いの変化]， 2) [デイサービスでの支援}

の2つを抽出した。その結果， 1) ，こは，号育てにくさ，号子育てに対する前向きな思い，③子どもの将来への

期詩と不安の 3つのカテゴワーが含まれていた。 2) に法①スタッフからの支援 号発達に遅れがある他見の母

親からの支援という 2つのカテゴリーが含まれていた。母親にとって有効な支援とは 親子ともに肯定的に受

けとめ，悩みを相談でき，共に子どもを理解し，子育てについて助言してくれることであった。 障害児デイサ

ービスは，母親にとって，告知後の精神的なフオ訂ーの場，スタップや勉克の母親からの子育てのアドバイス

や子どもとの関わり方のモデんが得られる場，母親詞土が語り合い，構報交換の場と立っており，発達に遅れ

がある子どもを前向きに受汁入れ育てようとする思いを支えていた。

キーワード:発達に遅れがある子どもの子育て，障害克デイサービス，幼児期
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し 緒言

近年，発達樗害をもっ子どもへの教育的支援に関す

る社会の関J[)が高まり 幼児期からの各ライフステー

ジにおいての支援体制の整備がすすめられている1)。

発達障害は，集団生活を経験する幼児期以降になって

はじめて，その臨床的特徴が顕在北してくる久幼児

期ではさまざま立症状が擾雑に諮み合い変北するため，

診断の薙定は難しL刊。また そのよう立障害の特識

から，乳幼児健診で見逃されてしまい，幼児期からの

対応の重要な機会を逸してしまうことが少なく主い。

一方，保護者，特に子どもと接する時間が最も長い

母親は，子どもの様子(言葉のおくれや多動者どの行

動的特徴，友達と遊べ主い立ど)に持らかの違和惑や

育てにくさを乳幼克期の早くから感じていたという O

母親自身はそのことに対してどのように対処するべき

かという点でまず悩むことが多く それらの原因が自

分のしつけや育て方でなL功ミと考え，周囲からもその

ように責められる場合がある 5)。それゆえに，養育の

中心と在る母親への支援のあり方は，子どもの発達に

大きく影響するであろうことが誰灘される O 幼克期か

ら子どもや保護者に生じる問題を最小援におさえ，地

域社会で安寧して生活できるよう 子どもの発達と親

の子育ての双方を支援することが重要で、ある。

幼児期における捧害克の親に関する研究は障害ゆえ

におこる養育児上の開題 3)ーの 障害受容過程 8)-14) 

育児ストレス 15)の視点からの支援について検討され

ている。発達障害の子どもをもっ親の研究は，子ども

の年齢が幼克後半から学齢期の詩点で対象となること

が多く，診断がはっきりとついていない幼児期での支

援について，言及している研究は少ない叱また，発

達障害の子どもをもっ親の立場から坊児期の支援につ

いて報告はほとんど立p4)。

発達に遅れがある子どもたち辻，乳蕩見健診で，児

童相談所の心理相談員や保健師より，子どもの発達に

遅れが毒ることを親に{云えられ市町村で行われる教

室や専門医，療育機関，障害児デイサービスなどの利

用を紹介される c 事章害児デイサービスでは発達障害の

子どもや，はっきりとした診断がついていないが発達

に遅れがある子どもが主に通園し 子どもの発達支援

だけで立く，ともに通う母親の子育て支援の機能の一

端を有している出。

本研究では，障害児デイサービスに通い，発達に遅

れがある子どもの母親が，子育てを振り返り，発達の

遅れが明らかに立ってくる幼児期にどのよう立支援を

必要としていたかについて 当事者の体験から学ぶこ

とは意義があると考え 謂査を行ったので報告する O

E彊目的

本研究誌，発達障害に気づく幼児期に焦点をあて，

その時期の養育の主体となる母親が子育ての体験よ

り，障害児デイサーピスを利用しどのように変化した

か，その変11:に影響を与えた支援内容を明らかにし，

子育て支援のあり方について検討したい。

m.用語の定義

障害児デイサービス:児童福社法iこ基づいて設置さ

れた障害見通園デイサービス事業として，乳幼克鍵診

事後対葉，発達障害児支援の拠点、として位置付けられ

ている施設でるる(以下 デイサービスとする〉。

発達障害:自閉症 アスベJレガー症候群その舘の広

汎性発達障害，学習障害，注意欠諸多動性障害その他

これに類する脳機能の障害とする17)。その症状誌通

常低年齢にま5いて発現する O

発達に遅れがある子ども:発達揮害の子ども泣，言

葉の遅れや発達のアンバランス会ど，乳幼児期にはっ

きりとして診断名がついてい主いことが多い。本研究

では発達障害の可能性がるる子どもであるが，診断名

にとらわれず，発達に遅れがある子どもとする。

N.研究対象および研究方法

1.研究協力撞設と研究協力者の概要

E市内に忘る障害見デイサーどスに研究協力を依頼

した。デイサービスの利用に当たっては，医師の紹介

状を必要とし，多動や自問傾向，情緒障害のある就学

前の子どもが中心に保育・療育指導が行われていた。

スタップは当時，施設長と保青士を含む 3名で，医師

や作業療法士，看護訴が遥回し，支援していた。

研究協力者はデイサービスを半年以上利用する母親

とし，施設長より研究参加について紹分され，本研究

の主旨や研究参加の民意が得られた方とした。

2. 調査期間

2004年9月から 10月

3.調査方法

半構成的面接法を用いたc 面接内容は子育ての体験

からデイサーゼスに来て感じる変北について振り返り

自由に語ってもらった。面接は研究協力者がデイサー

ビスを利用している時間に施設の一室で行い，硬究協

力者む許可を得て MDレコーダーに録音をした。

4.分析方法

分析は子育ての中で母親が感じている変北とその変

化に影響を与えた支援内容について焦点をあて，質的

婦納的方法を用い 収集したデータを下記の子JI震に従

って分析した。
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1)面接において研究協力者が語った内容をすべて逐

語化し，逐語記録を作成した。

2)逐語記銭から意味内容を表す文章を抽出し， 1つ

の意味内容ごとにラベルを作成した。

3) ラベルの類似性や時系列について考慮、しカテゴリ

一化した0

4)分析の信頼性を高めるために 費的研究経験者の

助言を受けて検討を繰り返し行った。

5.論理的配慮

研究本諾は研究協力者の自発的な意思によって祷る

ものとし，面接開始後も同意の取り消しゃ費問の拒否

ができること，萌究に協力でき立い場合なんら不利益

をうけることがないことを説明した。さらに，研究で

収集したデータはf国人的な情報として結果を出さない

こと，研究の目的以外には使用し立いことについて十

分に配雇、することを口頭と文書で説明し，書面で研究

協力の民意を得た。また 計語の段階で広島大学大学

院保礎学研究科看護開発科学講産論理委員会の審査を

受け，承認を得た。

表 1 研究協力者の背景

v.結果

1 研究協力者の背景(表 1)

研究協力者の年齢は 20ftから 30代であった。発達

に遅れがある子どもの年齢は 2農 7ヶ月， 2歳 11ヶ

丹， 3議で島った。研究協力者の子どもは全員男児で，

第一子であり，きょうだい泣いなかった。家族構成は

全員核家族であり 全員が結婚前に就労経験をしてい

たが，現在は無職でるった。

2鍾デイサービス剥毘後の変化

研究協力者の子育ての体験から， [子育てに立まする

患いの変化1， [デイサーピスでの支援]の 2つを抽出

した。[デイサービスでの支援]は， (子育てに対する

思いの変化}に影響を与えた。以下，子育ての変化と

塁手響を与えた支援について，研究協力者の語りの記述

的データをrJで示し，説明する。

1)子育てに対する思いの変化(表 2)

(1)発達に遅れがある子どもの育てにくさ

子どもの発達の遅れを指議される以前から，母親は，

言語発達が未熟であり意思疎通がしにくい子どもに対

し， Iダメよjと言う指示が通らtn功亙ら因ることや，

年齢
子ども 子どもの 子ども

家接構或
子どもの障害・発達の デイサービス 総面接持需 l

の人数 年齢 の'1'室開 遅れの様子 利用期間ー回数 /毘数

A 29 1人 3歳 男
夫，本人， 言葉の遅れ，落ち着き

12ヶ月/週2囲 56分/2@1子ども がない，かんしゃく

B 35 l人 2議7ヶ丹 男
夫，本人， 言葉の遅れ注意転勤性，

7ヶ月/遺4@1 205分13回
¥ 

子ども 隷へのこだ、わり

夫，本人，
C 37 1人 2歳11ヶ月 男 子ども

言葉の遅れ，多動，自習痘 8ヶ耳/遺5回 147分13回

表 2 子育てiこ対する患いの変北 (N= 394) 
サブカテゴリ一

子どもの行撃が理解できず対応に因った

子育ての方法を模索しているけどうまくいかない

問りの入に子どもの捷子を理解してもらえない

子どもの様子から育てにくさを感じていた

子どもの成長を実感できる

子育てが楽しくなった

気になる部分を子どもお題性として受け止めていこうという気持ち

子どちから安心して離れられるようになった

子どもの行動が理解でき楽になった

いつでも相設できるから楽になる

額調な育ちに対する期待と不安

幼稚園入国に関する期待と不安
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子育てに対する前向きな思い

185 (47.0%) 

子どもの将来への期待と不安

25 (6.3%) 

ラベル数(割合)
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iまかの子どもに迷惑をかける子どもの行動をやめさせ

ようとしたがやめさせることはできないなど，発達の

遅れから起罰する子どもの行動が理解できず，対応iこ

匿ったエピソードを多く語った。デイサービスに来た

当初，集団の立かで，子どもがほかの子どもに噛みつ

いたりすると，ほかの子どもや親に悪いと思い，子ど

もの行動を見張り，信用できなかったことを語った。

また，子をつないで歩くことを嫌がり，道路などへ飛

び、出していく子どもが 親から見ていて思いがけ立い

在勤をするから呂を離したくないことや，言葉をタし

話すようになってからも要求に車、えてあげたいけど，

疲れるなど，現在も育てにくさを感じていた。

母親が理解できず司った子どもの行動は，他の子ど

もに「噛み付く j，r髪の毛をひっぱるj，r要求が通ら

主主いと暴れるj，r頭を打ちつけるj，r友達と遊べなpJ
本どであり，世間では問題提される行動であち， ，まか

の子どもと比較して 母親自身も子どもの行動を問題

視していた。そういった子どもの行動は近所の入や親

戚から理解してもらえないことがあり， r私の子育て

がよくないと思われるjと感じていた。子どもの行動

が理解できるまで 母親は育て方次第でうまくいきそ

うな気がするけど患うように行かない患いを語り，子

育ての方法を模索しているけどうまくいかない不全感

を感じていた。子どもの様子が良くなら会いのは私の

育て方のせいと考えた母親は 子育てについて自信を

なくしていた。

(2)子育てに対する命匂きな思い

子どもの行動が理解できずやめさせようとして対応

に国り，儲んでいたが，デイサーピスで，スタップが

子どもの有動を説明しアドバイスしてくれることによ

って，子どもの行動が理解でき「楽になったjと髄み

が解訣できたことを母親は語った。それまで，子ども

の発達の遅れやそれに伴う行動を開題調していたが，

言語発達が未熟立子どもの行動特性を理解することや

子どもの成長を実惑できることによって， r余格がで

きて子どもの行動を安心してみることができるように

なったjと，子どもから離れられようになったことを

語った。また，発達に遅れがある能見の母親が，問題

視していた子どもの行動について棄容な態度で接して

くれたことから，他見の母親と話してみたいと惑じ子

どもと離れてみようと患ったと語った。

子どもとの適度考距離を保てることだけでなく，子

どもの或長を実感できることも関連し，子育てが楽し

くまったと述べでいる O デイサービスを利用してから

感乙る子どもの具体的な成長について，研究協力者の

子どもの全員が，自が合う，言葉を話す，身張りで要

求を伝えるなど，子どもとの意思諌通ができるように

なったと語った。挨拶をすることやデイサーどスを利

用している友達を意識し 子をつ右いで遊ぶようにな

ったこと，ほかの子どものおもちゃが空くまで待つよ

うになるなど，社会性が発達したことも述べていた。

また，手を洗うように立ったことや一人でお弁当を食

べることができるようになったこと主ど，生活習慣の

自立が少しずつできるようになっていた。

子どもの成長が実感できるまでは，子どもに対して

母親は，子どもの視隷が合わない 話しかけても苓え

ないなど母親として認識しされているのかという不安

を感じていたが， rそうじゃねというとよろこぶ。今

まで、必要なかったのか立と思うときもあったから，か

わいいなってJと， r母さんjと呼びに来るなど自分

自身を必要としていることが子どもの宥動から長わ

り，母親として必要とされている喜び，子どもを愛お

しく思う気持ちについて語っていた。また，子どもが

指示を開いて待つことができるようになったことに対

し，多動や麓動性などが目立つていた以前の子どもの

様子と比べて，子どもの成長を実感しよろこんでいた。

このように，子どもの或長という部分に目が向けるこ

とができるようになってから 発達の遅れや障害から

起因する子どもの気になる行動について， r多少なに

ができなくても LミLリ 「できないこともあるけどあん

ま与焦らない方がいL功ミなj，r生まれ持ったものだか

ら，個笠というふうに患ってJと語り，子どもの発達

の遅れや障害を少しずつ受け入れ，子どものよいとこ

ろもわるいところもありのままに受け入れようと，子

どもに対して前向きま思いへと変化にしていった。

(3)子どもの将来への期待と不安

子どもの成長を実感できるようになfJ，日￥い方向

に向かっていると思うからこのままを維持して欲し

Lリという思いと， r言葉がでているけどとんでもな

いことを言い出すからJ心配なことも品るJと顕謂な育

ちに対する期待と不安について語った母親がいた。幼

稚園就冨に向けて，幼稚園が決まってい右い段階で，

母親誌「友達と仲良くあそんで廷しpJr入との基本

的なコミュニケーションができたらいいなjと思う気

持ちと，幼稚園体験で，教室にじっといられ主い子ど

もの様子が心配であるなど 幼稚冨入国に関する期待

と不安について語った。

2)子育てに影響を与えた要理

(1)デイサービスでの支援(表的

①スタップからの支援

デイサービスに来た初日に，話しかけても反応を示

さない子どもに対して「こちらの話を罰いているのか，

分かっているのかjと疑問に思い 子どもの行動が理

解できず対応に国り 母親自身の中で悩んでいたこと

を，母親はスタップに言語化し打ち明けた。子どもの

行動を説明し，対応にアドバイスしてくれることによ

って， r子どもの行動が理解でき楽になった」と悩み

が解決できたと語った。

また， r子どもが嬢にこだわることについてプラス

の見方をしてくれたJ，r子育てについてそのままでい
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表3 デイサービスでの支援(民=394) 

カテゴワー サブカテゴワー

親子共に肯定的にうけと捨てくれる態度

子どもの行動へむ説明や対応へのアドバイス

いつでも相談可能な姿勢

子どもを安心してみてもらえる関わり

発達に遅れがある他児の母親から ほかのお母さんたちとの話がきけてプラスに主主つえ

の支援 ほかのお母さんたちを語り合えて楽しい

スタッフからの支援

36 (9.1 %) 

26 (6.0%) 

ラベル数(割合〉

いと言ってくれたJ，r気さくな対応に安l[)したjなど，

親子共に肯定的にうけとめてくれるスタッフの態度か

ら，デイサービスでは子どもを安心して晃てもらえる

と感じていた。

デイサービスを有用する中で 毎日の子育てで惑じ

る悩みや提問を「華日来ると，すぐ解決できる」と，

スタップにいつでも相談できることが，その後の前向

きな子育てへの変北に影響していた。

②発達に遅れがある地見の母親からの支援

噛むなどの子どもの行動を問題視していた母親は，

他児の母親に[噛み付くくらいたいしたことなLリと

言ってもらえたことで楽になっていた。また，母親た

ちとの時間を積極的に持つようになることで， r踏ん

でいたのは私だけじゃなかったjと惑じ， r子どもとど

ういうふうに接したらいいとか。でも子育てばっかり

だったから。ほかの話とか幼稚園の話とかちょっと薪

鮮だったJ，r括との関わり方を教えてもらった」と他

見の母親の話が開けてプラスになったと評錯していた。

子どもが多動であったためう今まで子どもを追っか

けてばかりいたので，公匿などで母親たちと話すこと

ができ立かったことから 子育ての話だけでなく「儒

でも話せるようになって楽しLリ， rお母さんから子ど

もの成長の様子が聞けてよかったJと，デイサービス

では母親たちと語り合えて楽しいと語った。発達に遅

れが毒る子どもを育てた母親の実擦の体験話から，子

どもの将来の姿を想橡できないが，見通しをもって，

子どもと関わることを意識でき 同じよう立子どもを

持つ母親同士で支え品っていた。また， rその子によ

って大変さは，その子によって違うな」と，子育ての

大変さは子どもによって 母親によって違うことを気

付き立がら，デイサービスでは「立ぜか大変立内を話

せるjと，母親たちと話ができて分かり合えることを

語った。

正考察

1.発達に遅れが毒る子どもの膏てにくさに対する支援

障害克デイサービスに来た当初，母親たち法，発達

の遅れや障害のある子どもと接する中で，言葉の発達

の遅れや対人関穏の開題から起こる子どもの行動が理

解できず対応に留ったことを多く語った。周りわ人か

ら子どもの様子を理解してもらえ立いことや，育て方

に対して批判的に思われることからさらに問題視し，

母親としては理解できない行動〈ほかの子どもを噛む，

かんしゃくなど)を立んとかやめさせようと，子育て

の方法を模索しているがうまく L功速ない思いを感じな

がら子育てをしていた。さらに，多動のある子どもは，

手をつないで歩くことを嫌がり 道路などへ飛びだす

など危険なことも多く 子どもから昌が離せまい状況

であ η，子どもの対広、に多くの時間を使い，疲労惑を

感じ，一生懸命努力しているのに分かつてもらえない

患いを感じていたと考える G

注意欠臨多動や学習障害 自開症を含む発達障害の

子どもの通園施設に通う母親は「子どもの行動特散に

関する懸念jに関する育児ストレスが高いこと 15)や，

子どもの情緒や行動のコントロールが不安定であるこ

と，言語的な理解が屈難なことにより意思謀通が不安

定であることが，母親と子どもとの関係の不全惑を引

き起こす 5) と述べ 同議の状態と立っている G 母親

はどうして子どもがそのような行動をするのか，発達

の遅れや障害からくる子どもの独持な行動特性につい

て理解する乙とは難しく 子どもとの関係性の問題か

ら育てにくさを感じていたが 母親自身の中で明確に

理解することが難しく 自分自身の育て方の開題であ

ると解釈していた。

自分自身で解決しにくい育てにくさを惑むていた母

親たちは，子どもの発達の遅れや樟害を指摘され，障

害見デイサービスを紹分される。デイザーピスを利用

し，スタッフが子どもの行動を説明しアドバイスして

くれることによって 「子どもの行動が理解でき楽に

なったJと悩みが解決できたことを語った。自閉症の

告知後の親の気持ちの変化として 窺の多くは子ども

の行動特性の理解が子どもに対する前向きな気持ちに

影響を与えていた 10) と述べた。研究協力者において

も同様な結果が得られ，子どもの発達の遅れや障害を

指諾されてから数日から半年後iこデ千サーどスを利用

噌
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開蛤し，告知後に専門家より気に立る子どもの行動特

性について説明や対路へのアドバイスを簿ていた。イ

ンタビューを受けた持点では 子どもについて少しず

つ理解を深め，具体的な手立てを学ぼうとしていたた

め，そこでは告知後の精神的なフォローを含め，子ど

もに対する肯定的な受け止めを提す支援を受けること

ができていたのでは立いかと考える O まず誌，子ども

の言語発達が未熟で意患疎通が難しく関わりにくい

要求者ど理解しにくい子どもの様子を理解し育ててい

けるように，母親が感じている育てにくさに対する支

援が盛要である。

次の段階として，スタップに安心して預けられるこ

とができ，子どもから離れられるようになったことで，

母親自身にも子どもの成長が実感できる余裕ができ，

「出かけることができて生活にメワハリがあるJ，r子
どもの思いが伝わってくるから楽しLリと子育てが楽

しくなっていた。育てにくさから子育てが楽しくなっ

たと感じるまでの過程は 健豪立子どもをもっ母親が

子育ての中で，母親としてのアイデンティティ，自信

を強めていく過者と同様であった。しかし，発達に遅

れがある子どもの子育てにおいて 子どもの行動特性

が理解しにくく，対応に困る，疲れるといった育てに

くさが特徴的な部分で毒る O そのような育てにくさを

感じながらも，子どもの成長を実感し，子育てが楽し

くなったと感じられることも関連し 発達の遅れや障

害から起因する子どもの気になる部分について，子ど

もの檀性として受け止めていこうという気持ちへと変

化L-，子どもの発達の遅れや障害を少しずつ受け入れ，

前向きに子育てしていこうとする思いを強めていた。

その過程においては 母親自身が子どもの行動特性を

理解することだけでなく，鑓常見と比較してゆっくり

で為っても子どもの成長を実惑できるよう支援するこ

とが重要である O

母親は，子どもの発達の遅れや障害について現実に

却した状況で受け入れようとしているかのように見え

ても，次なる課題として，子どもの将来への期待と不

安について語っていた。「友達と仲良く遊んで認しいJ，
「あいさつができるようになって廷しLリと子どもに

対する母親の期待と 幼稚題で教室にじっとしていち

れない子どもの様子に対する心配について語り，母親

が理想としている子育てと現実のギャップに悩むなど

の葛藤が生じ，育てにくさ誌続いていた O 住鹿ら 8)

は親の障害受容の過程法一変だけでなく，子どもの発

達課題を達成しようとする持に繰り返し体験されると

述べ，幼稚圏就園，小学校就学といった幼児期のライ

フサイクルの館呂において，新たな開題を抱える際，

母親の子どもの捧害に対する思いは再諜し，混乱する

ことが考えられる。障害児デイサーどスは幼稚園就学

などを機会に卒業していくことが多いが， rなんかあ

ったらまたデイサービスに来ればいLリといつでも額

談できるから楽に右ると母親法語っていた。このこと

から，発達に遅れが明らかになった時点から 3 地域で

の継続的なフォローアップが重要で、あることが示唆さ

れた。

2麺親子共に肯定的にうけとめてくれる共感的立支譲

1)専門家による支援

子どもの行動が理解でき楽になったと悩みが解決で

き，専門家による発達の遅れや揮害についての説明や

対蕗へのアドバイスが子どもの行動特性の理解を促す

支援に有効であったことはこれまで述べてきた。そう

いった髄みを母親自身が言語化し語ることで，自分自

身は悟を悩んでいたのか気づき，整理でき楽立ったと

考える O それには，子どもの行動を理解して関わり，

母親の子育てについて親子共に書定的にうけとめてく

れるスタップの態震が 大きく影響したと考える O

母親に関わる濁りの入に対して 子どもの様子を理

解してもらえないことがあると感じていた母親は，自

分たち親子のことを周囲に理解してもらえず，母親と

して子育てをがんばっていること，子育ての大変さを

理解してほしいと感じていた。また 自分の提点とは

違う子どもの様子を聞けて楽しいと感じていた母親は

自分と異なる視点でも同じように子どものことを肯定

的に受け入れ，理解して廷しいことを望んでいた。調

ヶ呑 18)は外来受診した母親の面接において，麓のさ

まざまなJ心境を理解するためには 看護師のベースで

行うでは立く，親に対して積極的な関心をもち，共感

的な態度で生活状況などを傾聴していく必要があると

報告しており，求められる専門韓者の態度で品る O

また，子どもの発達の遅れや障害をうけいれ，子ど

ものありのままを受け入れようと 前向きに子育てし

ていこうとする患いを強める通程には，母親自身が子

どもの行動特牲を理解し 健常児と比較してゆっくり

であっても子どもの成長を実感できるよう支援が必要

であると述べてきた。スタッフは子どもの成長を実感

できる保育・療育を提供し 子どもを安心しτ見ても

らえる関わりをしてもらえていたと惑じられることも

重要で、ある O 母親は語りの中からスタップの子どもへ

の関わりの意図まで誌伝わっていないようであった

が，子どもへの言葉かけや誘導の方法など子どもに合

わせ，社会性を養い，生活習慣自立を目指し，スタッ

プによる最気よい関わりがなされていた。母親が子ど

もの成長を実感できる支援とは 母親が気付いていな

Lミ子どもの成長の様子を E々 の療育の場で母親に伝え

ることや，ともに子どもの或長をよろこび見守る姿勢

が重要で、ある。

2)発達に遅れがある他児の母親からの支援

わが子の年齢より大きい 発達に遅れが毒る他見を

育てている母親から， rこの(年齢の〉ころ，こんな

ことをしていたよj立どと 子どもの将来の見通しが

持てるような助言や子どもへの対応の仕方などを話し

。，u
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てもらえていた。子育ての大変さについて話すことで，

大変さ法子どもによって遣うけど デイサーピスでは

「なぜか大変な内を話せるjと共感しあえると語り，

母親詞士で語りあう構報交換は ピアカウンセリング

となっていた。二木らぬ)は自閉症克の親の障害受容

過程において，子どもの障害や育克上の相談相手とし

て，家族や友人，自由症児を持つ親や先輩の母親が最

も多く，ついで，通冨施設や養護学校，障害見学級の

担在であり， r親の会」の仲間，療育園や療育プログ

ラムの先生，学校の担任などの人々に相談し学びるう

ことが大きな支えになったと報告し 同様立結果が得

られた。

障害児デイサービスは，母親にとって，母親居士の

ピアカウンセワングの場 スタップや他見の母親から

の子育てのアドバイスや子どもへの関わり方のモデん

が薄られる場と立っており，子どもの障害を受け入れ，

前向きな子育てを支えていた。発達に遅れが毒る子ど

もの理解を深め，子育てについて学ぶ機会が重要であ

ることが示唆された。

理.結論

本研究では，揮害児デイサーピスを利用する，発達

に遅れがある幼克をもっ母親 3名の面接調査を行い，

デイサーピス利用後の子育てに対する患いについて，

質的帰納的分析方法を用い，デイサーゼス後の変化と

支援について分析した。その結果 以下のことが明ら

かに立った。

1.母親が発達に遅れがある子どもを前向きにとらえ

子育てしようと思えるに誌，発達の遅れや障害から

起居する子どもの行動が理解できること，子どもの

或長を実感できること いつでも相談できることが

重要で、毒る C

2.母親にとって有効な支援とは 親子ともに肯定的

にうけとめ，理解してくれる存在であった。障害児

デ千ザーピスは，母親にとって，告知後の精神的な

フォロー，スタップや発達に遅れがある他見の母親

からの子育てのアドバイスや子どもへの関わり方の

モデルが得ちれる場，母親同士が語り合い，情報交

換の場と右っており，子どもの障害を受け入れ，前

向きな子育てを支えていた。

3.発達に遅れがある子どもをもっ保護者にかかわる

養護職者は，探護者が子育てをする中で感じている

患いに耳を傾け，子どもの者動の理解を促し，子ど

もの成長を実感できるよう支援していくことが重要

であると三示唆される O また，専門職者による梧談，

親同士のピアサポートの場を整える支援が有効であ

ると考える O

w.本研究の限界

本研究では，!ill想法を用いているため，研究協力者

の実擦に求めていた支援は 現在の状況により変化す

る可龍性がある O また，対象者が必要としていた支援

内容について明らかにしたが，実際に行われていた支

援内容との関連について言及できなかった。今後，そ

の点を明らかにし 支援のあり方について考えたい。
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表4 育てにくさ (N= 394) 

サブカテゴ1)ー 具体的な内容

子どもの行動が理解できず どうして子どもが他の子どもに乱暴するのか理解できず髄む

対誌に困った

51 (13.0%) 

ほかの子どもに迷惑をかける 子どもの行動をやめさせようとしていた

子どもが思わぬ行動をするから巨を離したく註い

意思疎通が難しいかち，わかってあげられないときがある

駐車場から家に掃りたがらない，どうしたらいいか噛む

子どもの要求に志えてあげたいけど，疲れるから因る

車に乗らず，外を走り回り， t毒まえられないことがあり大変だった

要求が通らえEいと暴れたり，頭を打ち付汀たりと対応に困る

どうして頭をうちつけるのがわからない，心記で気になる

ダメよって言う指示が通らないから園る

言葉がでないかち友達を噛んでいた

子育ての方法を模索してい 私の子育てがよくないと思われる

るけどうまくいかない 育て方次第で子どもにうまく対応できそう気がするけど思うようにいかない

26 (6.0%) 母親として子育てをがん立っている

周りの入に子どもの様子を 周りの人に子どもの様子を理解してもらえない

理解してもらえない 罵りお人から理解しがたい子どもの様子からどう思われているか気になる

23 (5.8%) 

子どもの様子から育てにく 意思諌通ができ主いから麗が立つこともあった

さを感じていた 出かけると子どもが迷惑をかけるから楽にならない

22 (5.6%) どこへつれて行っても護れた

ラベル数(割合〉

韓が支に立ったところから，次にいけずしんどかった

近聞の子どもや友達のこどもと比べたら はじめから大変だった

抱っこしても落ち着かないかんじで，いい子じゃなかった

広い場所に行くと追っかけるばっかりで，措まえようがない

-164-



人間と科学県立広島大学保健福祉学部誌 8(1) 157 -166 2008 

表5 子育てiこ対する前向きな患い (N= 394) 
サブカテゴ 1)一 真手本的な内容

子どもの成長を実感できる 何をするだろうと子どもを見ていたけど孝安必してみられるようになった

71 (18.0%) 子どもが落ち着いたらよとばが増えてきた

子どもの成長を落ち着いてみることができるようになった

子どもが周囲の議子を理解できるようになってきた

告かけるむがすこし楽になった

集中して遊べるとうれしい

子どもは理解しているのに，集中してできないことに不満がある

言葉が註っきり出るようになるまでJ心記だった

子どもの或長が実感できて大丈夫と思えてきた

言葉が出て，やりとりができるようになって遊び方が変わった

やっと子育てが楽しくなってきた

指示がわかるようになってうれしい

子どもむ患いが伝わってくるからうれしい

子どもの議子に発晃がある

出かけることができて生活にメリハリがある

子膏てが楽しくなった

53 (13.4%) 

気になる部分を子どもの00 嘘むことも仕方ないと思えるようになった

性として受け止めていこう 気になることもあるけど，このままでいい

とする気持ち 子どもの様子が分かつてきて仕方ないと思えた

22 (6.0%) 多少なにができ急くてもいい・・・憧値観が変わったのかも

子どもの錨性を受け止めていこう

できないこともあるけどあんまり焦らない方がいいかな

他の子どもと比べないなど育児観が変わった

子どもから安心して離れら 余裕ができて子どもから護れてみようと悪えるようになった

れるようになった もっとお母さんたちと話がしたくなったから，子どもから離れた

16 (4.1 %) 離れたら，子どもが落ち着いた

デイサービスでは子どもから安心して離れられるようになった

前法子どもの様子が気がかりで離れなかった

子どもから離れたいような気持ちもある

子どもの行動が理解でき楽 心配していた子どもの議子を理解し，説暁してくれて楽になった

になった

12 (3.0%) 

いつでも相談できるから楽 いつでも栢談できるかち楽になる

になる デイサーゼスについて広く知って欲しい

11 (2.8%) 

ラベル数(割合〉

表5 子どもの持来への期待と不安加=394) 

安

安
不

不
と

と

待

待

期

間

期

る

る

す

す

一

一

対

関

リ

一

に

に

ゴ
一
ち
心
一
圏
。

テ
一
育

6
一入

8

カ
一
な
瓦
一
国

3

ブ
一
一
説
い
一
稚
)

サ
一
瀬
佐
一
幼
日

具体的な内容

子どもの順調な育ちに対する期持

今後の子どもの育ちに対する不安・心琵

幼稚冨に入るまでに友達と件良く遊べるようになってほしい

幼稚園に入ってからとか不安がある

幼誰闘で友達と遊ぶことができるか心配

ラベル数(割合)
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Abstract 

τhe purpose of this study was to investigate血eexperience of child care of mothers of children with mild disabilities， with 

a focus on changes after use of a handicapped-child day service. The subjects were 3 mothers of infants with a delay in 

development who were using a handicapped-child day service. Data was collected by means of semi-structured interviews， 

the content of which was transcribed for the purpose of analysis. Two m母orfactors emerged from the interview data : 1) 

changes in thinking about child care ; 2) support from the day service. The frrst factor inc1udes three categories : a) the diffi-

culty of child care ;め pro-activechild care ; c) hopes and anxieties about the future of the child. The second factor inc1udes 

two categories :的 supportfrom the staff ; b) peer support. Staff and peers became an e宜ectivesource of support for moth-

ers. Mothers expected three kinds of support ; 1) positive understanding of parent and child ; 2) explanation and advice 

about child behavior ; 3) a venue for talking めouttroubles and concems . 

Key words : parenting of children with mild disabilities， handicapped-child day service， infancy 
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