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研究報告

新生児集中治療室に子どもが入院した体験をもつ
母親の育児に対する思い
―NICU入院から退院後１か月まで―
Perception about the parenting of mothers having
preterm infants admitted to NICU;
from hospitalization to one month after discharge
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Abstract
Purpose of this study was to clarify the perception about parenting of mothers having
preterm infants admitted to NICU, focusing from hospitalization to one month after discharge.
Data were collected by semi-structured interviews from 17 mothers having preterm infants
who were in two NICUs. Interviews were recorded and transcribed, and the contents were
analyzed. As their perception about the parenting, two core categories were identified，such
as“Willingness on parenting”and“Hesitation about parenting”. The latter consisted of
seven categories. they were“having no time to think about parenting”and“hesitation about
parenting that fitted to the condition of their premature infants”（in hospital）,“observation
of health condition of their preterm infants and worry about coping with abnormal symptom”
and“hesitation about uncertain and individual parenting”（at discharge）,“lacking confidence
to judge needs and health condition of their preterm infants”,“difficulty of management of
their life rhythm”and“lacking confidence to parenting without support”（1 month after
discharge）
. It was shown that mothers need to understand the needs and the health condition
of their infants. It was suggested that nurses should support the mothers individually by
practical training in childcare according to their infants’conditions．

要

旨

本研究の目的は，NICUに子どもが入院してから退院後 1 か月までの母親の育児に対す
る思いを明らかにし育児支援のための示唆を得ることである。子どもがNICUに入院して
いた母親17名に半構成的面接を実施し分析した結果，
《育児に対する意欲的な思い》と，
《育児に対する戸惑い》の２つのコアカテゴリが見出された。育児に対する戸惑いでは，
入院した頃【育児のことを考える余裕がない】
，入院中【未熟な子どもの状態に合わせた
育児への戸惑い】，退院の頃【子どもの健康状態の観察と異常時の対応への心配】と【退
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１）大阪府立大学大学院 看護学研究科 博士後期課程
生活支援看護学領域 家族健康看護学分野
２）大阪府立大学 看護学部
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院後の未知で個別的な育児に関する戸惑い】
，退院後１か月【子どもの欲求や健康状態を
判断することの自信のなさ】，【生活リズムの調整の困難さ】
，
【１人で育児することの自信
のなさ】であった。母親が子どもの欲求や健康状態を理解するためには，看護師は母親に
子どもの状態に合った育児の実践的な練習による個別的な支援の必要性が示唆された。

Ⅰ．はじめに
わが国における低出生体重児は年々増加し，厚
生労働省の平成22年度「出生に関する統計」の
概要によると，総出生数の約10%が低出生体重児
であり，胎外生活に適応が困難な場合，新生児
集中治療室（以下NICU）に入院する。子どもが
NICUに入院した母親は，先の見えない不安（石
井ら，2008；近藤ら，2005）をもっていると報告
されている。さらに，NICU入院による母子分離
は母親役割が果たしにくく，抱っこやおむつ交換
などの子どもの世話も，保育器の中で点滴や人工
呼吸器などを付けた特殊な状況の中で行うため，
育児における不安や困難さを感じている（安積，
2003；山崎ら，2007）という指摘もある。さらに，
子どもの状態によっては，経管栄養，吸引，与薬
や浣腸など，特殊な育児技術が必要な場合もあ
る。また，NICUからの退院に関しては，障がい
や後遺症のない経過が良好な子どもであっても，
母親はNICUから退院が近づくと，退院後の新し
い生活や子どもの将来について，さまざまな不安
（藤原ら，2008；山崎ら，2007）を抱き，自分た
ちだけで育てていけるのかという育児に対する強
い不安をもっている（今泉，1994）との指摘もあ
る。
NICUにおける育児支援については，近年，家
族中心の看護の考えから，NICU入院早期から親
子のふれあいや，育児知識や技術習得の支援がす
すめられてきている（木下，2001）。具体的な取
り組みとしては，抱っこ，カンガルーケア，おむ
つ交換，沐浴，授乳，与薬などの育児支援（今
井ら；2011，杉村ら；2011，亀山ら；2012，鈴木
ら；2009）が報告されている。子どもの病状や
経過，個別性の理解促進のために，母親（父親）
とNICU看護師との面会ノートの交換や面会時間
の拡大などの取り組みも報告されている（保田
ら，2004；太田ら，2004；千田ら，2007）。さら
に，退院後の家庭生活を想定した母子同室入院に
よる育児練習（阿部真ら，2004；井田ら，2007）
や， 退 院 後 の 電 話 相 談（ 岡 崎，2000； 北 林 ら，
2005）などの育児支援を実施している施設の報告

もある。中川ら（2012）の調査では，NICU退院
後の電話相談件数は，退院後1 週間以内が最も多
く（39.4％）
，ついで１週間～１か月（29.1％）で
あったと報告している。NICU退院後の育児不安
を感じる時期に関する調査では，１週間（中村
ら，1996）
，２週間以内（笠井ら，2004）
，１か月
（原田ら，1987）との報告があり，NICU退院後
１か月間が育児不安の高い時期と考えられる。以
上のように，NICUにおいて様々な育児支援が実
施されて退院しているにもかかわらず，母親は，
NICU退院後１か月までの時期においても育児不
安を感じていた。これは，NICUでは育児知識や
技術習得の支援が中心で母親の育児に対する思い
を反映した育児支援になっていなかったのではな
いかと考えられる。
NICUに子どもが入院した母親の思いには様々
なものがあるが，藤野ら（2011）のNICUに入院
した子どもの母親の思いをメタ統合した結果によ
ると，育児に関する思いとして，子どもの退院に
よる生活の変化への不安や育児の自信のなさとと
もに，自分が育てることへの決意や喜びといった
育児への意欲も明らかにされている。このよう
に，NICUに子どもが入院した母親の育児に対す
る様々な思いには，育児に戸惑い躊躇する消極的
な思いと，育児に前向きに意欲的に取り組もうと
する積極的な思いがあるのではないかと考えられ
る。
NICUにおいて，母親が育児に対してどのよう
な思いを持っているのかを明らかにすることで，
母親の思いに沿った育児支援ができると考えられ
る。NICUでは，高度な医療や特別なケアが必要
な子どもの育児であるため，母親の育児における
戸惑いや躊躇といった消極的な思い対する育児支
援のニーズが高いと考えられる。そこで，NICU
に子どもが入院した母親の育児に対する戸惑いや
躊躇などの消極的な思いに焦点をあて明らかにす
る必要があるが，そのような先行研究はない。

Ⅱ．研究目的
NICUに子どもが入院した体験をもつ母親の入
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院中から退院後 1 か月までの育児に対する戸惑い
や躊躇などの消極的な思いを明らかにすることに
よって，母親の思いに沿ったNICU退院後の育児
を視野に入れた育児支援について考察する。

Ⅲ．用語の定義
育児：子どもに親が心身の世話を行うこと。
授乳，
おむつ交換，清拭や沐浴など身体的な世話だけで
なく，触れる，抱っこする，声をかけるなども含
むものとする。
育児に対する思い：わが子の育児に対する戸惑い
躊躇する消極的な思いや，育児に前向きに意欲的
に取り組もうとする積極的な思い

Ⅴ．研究方法
1 ．研究デザイン
NICUに子どもが入院した体験をもつ母親の育
児に対する思いを明らかにする半構成的面接によ
る質的記述的研究。
2 ．研究協力者
下記の①～④の条件にすべてに適合する母親17
名を対象とした。①子どもがNICUに入院した体
験を有する母親，②子どもがNICU退院後１か月
から１年以内で，NICU入院から退院１か月まで
の育児に対する思いを想起し語ることができる母
親，③子どもは先天性疾患や後遺症のない，予後
良好と予測されること

いた子どもの月齢（日齢）
，出生時在胎週数，出
生時体重，入院中受けていた治療や処置，入院期
間，退院後の期間
２）子どもがNICU入院した頃，入院中，退院決
定時，退院後１か月のそれぞれの時期別に「お子
様に触れたりお子様のお世話をすることについて
どう思われましたか。
」と質問した。
5 ．分析方法
録音された面接内容は逐語録化しデータとし
た。データ全体に目を通した後，育児に対する思
いに関して表現している言葉に注目し，意味のま
とまりに区切り，データの類似性と差異に注目し
ながら内容を分析しコード化した後，意味内容が
類似するものを集めカテゴリー化した。分析にお
いては，複数の家族看護学研究者のスーパービ
ジョンを受けた。
6 ．倫理的配慮
研究協力者には，本研究の趣旨と内容，自由意
志に基づく研究参加，拒否する権利，不利益の回
避，匿名性の保持，守秘義務の厳守等を，口頭お
よび文書で説明をおこない同意を得て実施した。
なお，本研究は研究協力施設と研究者が所属する
大学の研究倫理審査会の承認を受けた。

Ⅵ．結果

3 ．データ収集方法
研究協力を得た施設の担当部署の責任者に研究
対象の条件に適合する母親の紹介を依頼した。母
親には文書と口頭によって研究参加依頼を行い，
同意が得られた母親に，インタビューガイドを用
いて半構成的面接を行った。面接は，対象者の子
どもの外来受診時にその施設のプライバシーが保
たれる一室を借用し，一人１回，30分程度とし
た。データは，参加者の許可を得てICレコーダー
に録音し，面接時の母親の様子や表情はメモを
とった。データ収集期間は，2011年３月～８月で
ある。

1 ．研究協力者の概要
研 究 協 力 者 は17名 の 母 親 で あ っ た（ 表 １）。
そのうち双胎を出産した母親は 4 名であった。
NICUに入院していた子どもを含む子どもの数は
平均2.0人（１～６人）の子どもを養育中であった。
第 1 子がNICUに入院していた母親は10名であっ
た。NICUに入院していた子ども21名の出生時体
重は平均1133g（476～2074ｇ）
，出生時の在胎週
数は平均29.9週（22～33週）であった。NICU入
院期間は平均2.4ヶ月（１～５ヶ月）
，退院から面
接までの期間は，平均５か月（最短１か月，最長
10か月）であった。面接所要時間は平均32分（最
短24分，最長47分）であった。また，全員，核家
族で夫（またはパートナー）がおり，主な育児支
援者は，夫，実父母，義父母などであった。

4 ．調査内容
１）研究協力者の個人特性：母親の年齢，就業の
有無，職業，家族構成，育児の支援者の有無，育
児経験，体調，妊娠分娩経過，NICUに入院して

2 ．NICUに子どもが入院した体験をもつ母親の
育児に対する思い
NICUに子どもが入院した体験をもつ母親の育
児に対する思いを抽出し，子どもが（1）NICU
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表１
対象者

研究協力者の概要

出生体重
（g代）

出生時週数
（週）

NICU入院期間
（月）

単・多胎の別

NICU入院児の
出生順位

子ども数
（人）

1800
1500
900
700
600
1400
600
1700
1200
1300
400
1400
2000
1400
1000
500
1400
1600
1400
1500
1800

33
30
27
31
30
31
27
31

1.5
1.5
3.0
3.0
3.0
3.0
3.5
1.5

単胎
単胎
単胎
単胎
単胎
単胎
単胎
単胎

第1子
第3子
第2子
第1子
第1子
第2子
第1子
第6子

1
3
2
1
1
2
1
6

実母，義母
義父母
義父母
実父母，姉
夫，実父母
夫，実母
夫
夫，上の子ども

32

2.0

双胎

第1，2子

2

夫，実父母

22

5.0

単胎

第1子

1

夫，実母

34

1.5

双胎

第2，3子

3

夫，実父母，姉

32
31
24

1.5
1.5
5.0

単胎
単胎
単胎

第2子
第3子
第1子

2
3
1

実父母，義父母
夫，実父母
夫

30

1.5

双胎

第1，2子

2

夫，実父母，義父母

32

1.0

単胎

第1子

1

夫，実父母，妹

32

1.5

双胎

第1，2子

2

義父母

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｇ
Ｈ
Ｉ
Ｊ
Ｋ
Ｌ
Ｍ
Ｎ
Ｏ
Ｐ
Ｑ

時期
入院した頃
入院中

退院決定

退院後１か月

主な育児支援者

表２

NICUに子どもが入院した体験をもつ母親の育児に対する戸惑い
カテゴリ
サブカテゴリ
・育児より子どもの状態が心配
育児のことを考える余裕がない
・急な妊娠分娩経過で育児のことを考える余裕がない
・子どもが小さくて不安定な状態での育児の戸惑い
未熟な子どもの状態に合わせた育児への戸
・早産による育児知識や技術の不足による戸惑い
惑い
・母乳育児の不安
・子どもの状態の変化を発見できるか心配
子どもの健康状態の観察と異常時の対応へ
の心配
・異常時の対応への心配
・退院後の育児に関して未知である不安
退院後の未知で個別的な育児への戸惑い
・自宅での個別的状況に合わせた育児への戸惑い
・退院後のきょうだいを含めた育児のへ戸惑い
・子どもの欲求を理解することの困難さ
子どもの欲求や健康状態を判断することの
・子どもの呼吸状態の心配
自信のなさ
・モニターなしで子どもの健康状態がわかるか心配
・夜間の授乳が大変
生活リズムの調整の困難さ
・双子の子育ての大変さを実感
１人で育児することの自信のなさ
・１人で育児することの自信のなさ

に 入 院 し た 頃，（2）NICU入 院 中，（3）NICU退
院の頃，（4）NICU退院後１か月の４つの時期に
分けて分析した。その結果，94のコードが抽出さ
れ，33のサブカテゴリ，16のカテゴリに分類され
た。さらに，育児行動に積極的に向かっていこう
とする思い（９カテゴリ）を［育児に対する意欲
的な思い］，育児行動を起こすことに躊躇してし
まうような思い（７カテゴリ）を［育児に対する
戸惑い］と名付けコアカテゴリとした。NICUで
の育児は高度な医療や特別なケアが実施されてお
り，母親の育児における戸惑に対する育児支援の
ニーズが高いと考えられる。したがって今回は，

母親の育児に対する戸惑いについて，表２に示
し，時期別に詳細を報告する。カテゴリは【 】，
サブカテゴリは《 》
，データは「 」内に斜体
文字で示す。データ内の〔 〕は筆者の注釈であ
る。データの後の（ ）内のアルファベットは研
究協力者を表している。
１）子どもがNICUに入院したころの母親の育児
に対する戸惑い
【育児のことを考える余裕がない】という１つ
のカテゴリが抽出された。
これは，
《育児より子どもの状態が心配》と《急
な妊娠分娩経過で育児のことを考える余裕はな
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かった》という２つのサブカテゴリからなる。
《育
児より子どもの状態が心配》では，
「なんとか生

きていて欲しい，っていうのが先で，育児まで，
育てていかなあかんとか，その時は思いつきませ
んでした」（Ａ），
「そんなこと〔育児のこと〕を
考える余裕はなかった。とりあえず，日々，ちゃ
んと育ってくれればそれだけでいい，というよう
な。」（Ｇ） と述べられていた。《急な妊娠分娩経
過で育児のことを考える余裕はなかった》では，

「自分は急だったので実感がなかった。生きてく
れたら，とだけ思った。育児のこととか考える余
裕もなかった。」（Ｊ） と述べており，突然の早産

やわが子の状態などで母親は気が動転して育児ま
で考える余裕がない状況であった。
２）NICU入院中の母親の育児に対する戸惑い
【未熟な子どもの状態に合わせた育児への戸惑
い】という１つのカテゴリが抽出された。
これは，《子どもが小さくて不安定な状態での
育児の戸惑い》，《早産による育児知識や技術の不
足による戸惑い》，《母乳育児の不安》の３つの
サブカテゴリからなる。《子どもが小さくて不安
定な状態での育児の戸惑い》では，入院中の子
どもの世話について，
「〔子どもが〕小さいので，
どうしていいか，ドキドキした。」（Ｈ），
「くび

がすわっていないので，ちょっと戸惑いました」
（Ｍ），
「めっちゃ息を止めたり，めっちゃアラー
ムが鳴ったりしていたので，怖すぎて，オムツ替
えたり，お風呂に入れたりとか，やりたくなかっ
た」（Ｉ） など，小さくて無呼吸発作があるなど
の不安定な状態の子どもの育児に戸惑いを感じて
いた。《早産による育児知識や技術の不足による
戸惑い》では，妊娠中に受講する予定だった母親
学級について「早産で受けていなかったので，す
ごく不安だった」（Ｅ） など，母親学級での育児
に関する事前学習や沐浴やおむつ交換などの体験
ができていないことに不安を感じていた。
《母乳
育児の不安》では，子どもが小さく，母乳を吸う
力も弱いことから，
「搾乳は慣れてきたけど，直
接母乳はいけるかなあ」（Ｋ） という不安を感じ
ていた。
３）NICU退院の頃の母親の育児に対する戸惑い
【子どもの健康状態の観察と異常時の対応への
心配】と【退院後の未知で個別的な育児に関する
戸惑い】の２つのカテゴリが抽出された。
【子どもの健康状態の観察と異常時の対応への
心配】は，《子どもの状態の変化を発見できるか
心配》と《異常時の対応への心配》の２つのサブ
カテゴリからなる。《子どもの状態の変化を発見

できるか心配》では，
「ちゃんと息してくれてい

るかとかを，ちゃんと自分が見れるかなあ，自分
が寝ている間に気づいてあげることができるかな
あっていうのが一番心配でした」（Ａ），
「〔NICU
では〕モニターを付けていたから，息しているっ
てわかったけど，〔自宅では〕モニターなしで大
丈夫かな」（Ｐ） など，NICUから自宅に移行す
ることで，無呼吸発作などの子どもの状態の変化
に母親が気づくことができるかを心配していた。
《異常時の対応への心配》では，無呼吸発作時に

「トントンという感じで〔背中を軽く叩く動作〕,
落ち着かせて，また時間をあけておっぱいあげた
らいいよ，といわれた。でも，ちょっとまだ不安
だった」（Ｈ），
「心配は，何かあったらどうしよ
う，と思った」（Ｊ） など，母親は，自宅で子ど

もの異常時に適切な対応がとれるかどうか心配し
ていることがわかった。
【退院後の未知で個別的な育児に関する戸惑い】
は，
《退院後の育児に関して未知である不安》，
《自宅での個別的状況に合わせた育児への戸惑
い》
，
《退院後のきょうだいを含めた育児への戸惑
い》の３つのサブカテゴリからなる。
《退院後の
育児に関して未知である不安》では，退院後の育
児について「未知の世界だったので恐る恐るだっ
た」（Ｃ），
「ふたり〔双子〕いるのでどれだけ大
変か想像つかず体力的に大丈夫か」（Ｋ） など退
院後の育児に関しての知識や経験がないことによ
る不安があった。
《自宅での個別的状況に合わせ
た育児への戸惑い》では，
「お風呂の時が一番怖

くて。病院でも，させてもらっていたけど，病院
でこんな小さい子入れているけど，家で大丈夫か
なあ，と思って壊れ物を扱うような感じで。何か
しっくりこない。なんかちっちゃいから，落とさ
ないかなあ，ばかり」（Ｆ），
「搾乳は慣れてきた
けど，直接母乳はいけるかなあ，って。搾乳に疲
れていて，帰ってから，大丈夫かなって思った」
（Ｋ），
「やっぱり肺が悪いから，環境がいきなり
変わって，掃除とか一緒にしていいのかとか，ど
んな空気やったら悪くないのか，とか」（Ｎ） な
ど退院後の個別的状況に合わせた育児について戸
惑いがあった。
《退院後のきょうだいを含めた育
児への戸惑い》では，
「２人も子どもがいて手が
回るのか」（Ｌ） などNICUでは，面会時間に一
人もしくは双子の育児をするだけであったが，退
院後は年齢の違うきょうだいを含めた育児につい
て戸惑いを感じていた。
４）NICU退院後1か月間の母親の育児に対する
戸惑い
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【子どもの欲求や健康状態を判断することの自
信のなさ】，【生活リズムの調整の困難さ】，【１人
で育児することの自信のなさ】の３つのカテゴリ
が抽出された。
【子どもの欲求や健康状態を判断することの自
信のなさ】は，《子どもの欲求を理解することの
困難さ》，《子どもの呼吸状態の心配》，《モニター
なしで子どもの健康状態がわかるか心配》の３つ
のサブカテゴリからなる。《子どもの欲求を理解
することの困難さ》では，
「お風呂じゃなくて，

のどが乾いているんだけどってかんじで〔子ども
が〕怒っていたりしたけど，〔それがわからず〕
苦労しました」（Ｄ），
「おっぱいはちゃんと飲め
ているのかな，というのだけはいつも心配」（Ｇ）
など，子どもなぜ泣いているのか，母乳が足りて
いるのかどうかを判断することの難しさを述べて
いた。《子どもの呼吸状態の心配》では，
「顔色悪

くなっていないかなとか，退院してからも，急に
顔色が真っ青になってしまったりとか何回かあっ
たから。そっちが気になって」（Ｆ） と早産児に

多い無呼吸発作の心配を述べていた。《モニター
なしで子どもの健康状態がわかるか心配》では，

「家に帰って，どうしようって。病院だと，〔中
略〕モニターついているじゃないですか。だから，
心配しなかったけど」（Ｄ） と，入院中であれば
不安定な子どもの状態は，心拍や呼吸などをモニ
ターで表示して管理されていたが，自宅ではそれ
がないため，子どもの健康状態がわかるのだろう
かという心配が述べられていた。
【生活リズムの調整の困難さ】は，《夜間の授乳
が大変》と《双子の子育ての大変さを実感》の２
つのサブカテゴリからなる。NICU入院中の育児
は限られた面会時間中に実施するが，退院後，自
宅では24時間連続の育児である。そのため，授乳
で「夜起きることが大変だった。」（Ｊ），
「夜が大

変，３時間おきだったので，大変でした。体力的
に」（Ｋ） と述べている。さらに，《双子の子育て
の大変さを実感》では，
「自宅に戻った１，２週間
はリズムつかむまでは大変だった」（Ｋ） といっ
た双子ならではの子育ての大変さを実感してい
た。
【１人で育児することの自信のなさ】では，
「子

どもが退院後もまた，1か月実家に帰りました。
１人じゃちょっと無理と思って。普通〔成熟児〕
でも無理かと思っていたのに，小さいから無理か
なと思って。あと，病院に行ったり来たりするの
も手伝って欲しいと思ったし。」（Ｄ），
「まだ，お
風呂に入れたりとか，家に帰ってからも，まだ，

１人で入れたことがなく，〔中略〕自信なんてな
いよね。〔中略〕まだ，１人では無理です。」
（Ｉ），
「実家から自宅に帰ったんですよ。それで，すご
い急に不安になって。自分に自信なかったし」
（Ｑ）
と述べられていた。退院後，母親は医療関係者の
いない自宅で１人で育児することの自信のなさが
あった。

Ⅶ．考察
NICUに子どもが入院した母親の育児に対す
る戸惑いとして，
【育児のことを考える余裕がな
い】
，
【未熟な子どもの状態に合わせた育児への戸
惑い】
，
【子どもの健康状態の観察と異常時の対応
への心配】
，
【退院後の未知で個別的な育児への
戸惑い】
，
【子どもの欲求や健康状態を判断する
ことの自信のなさ】
，
【生活リズムの調整の困難
さ】
，
【１人で育児することの自信のなさ】の７つ
の知見が得られた。これらは，急な妊娠分娩経過
によって母親となり，NICU入院早期から未熟で
不安定な状態の子どもの育児をし，数ヶ月の母子
分離を経て，退院後の育児を行ってきた母親たち
の育児に対する戸惑いが明らかにされたと考えら
れる。この母親の育児に対する戸惑いに沿って
NICUでの育児支援について考察する。
１．
【育児のことを考える余裕がない】母親への
育児支援
子どもがNICUに入院した当初の母親は【育児
のことを考える余裕がない】という戸惑いをもっ
ていた。母親は，子どもの状態や将来への心配が
大きく，育児をするという認識には至っていな
かったことが伺える。さらに，母親は，満足にい
かなかった妊娠・分娩の経過に傷つき，罪責感と
将来の不安に打ちのめされ傷ついていると橋本
（1999）が指摘しているように，母親自身の心の
傷つきを癒すことで，子どもと向き合え，育児に
望むことができるようになるのではないかと思わ
れる。したがって，この時期は，母親の傷ついた
思いをうけとめ，子どもと向き合えるような支援
が必要であると考えられる。
２．
【未熟な子どもの状態に合わせた育児への戸
惑い】をもつ母親への育児支援
NICUに入院した子どもの状態が安定してくる
と，母親は看護師とともにNICUでの育児をはじ
める。しかし，子どもが，保育器，人工呼吸器や
酸素投与，点滴などの医療処置を受けている場
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合，母親は特別な知識や技術が必要となる。その
ため，母親は【未熟児な子どもの状態に合わせた
育児への戸惑い】を感じている。母親は，単なる
育児の手技ではなく，子どもの状態に合わせた育
児の必要性を感じていると考えられる。先行研究
においても，NICUにおける母親の育児技術に対
する自信のなさや育児の困難さ（安積，2003；山
崎ら，2007）が明らかにされている。この戸惑い
は，母親の育児経験の有無に関係がない（大野，
2009）との指摘があるように，母親に育児経験が
あったとしても，NICUに入院している子どもの
育児は初めてであり，今まで習得した育児知識や
技術では対応できない子どもの状態に戸惑ってい
ると考えられる。
そのような母親に，NICU看護師は寄り添いな
がら，母親の戸惑いの原因を探り，それぞれの母
親と子どもの状態にあった育児支援が必要である
と考える。そして，母親は育児に対して戸惑いを
感じながらも，NICUにおいてわが子の育児を経
験し試行錯誤していくことで，わが子の状態に
あった育児ができるようになると考えられる。
３．【子どもの健康状態の観察と異常時の対応へ
の心配】をしている母親への育児支援
子どもの健康状態の観察や異常時の対応につい
ては，NICU入院中は，看護師や医師が実施し，
母親は経験する機会が少なかったのではないかと
推察される。したがって育児支援としては，母親
が子どもの健康状態の観察や，異常時の対応がで
きることに焦点をあてた支援が必要であると考え
る。しかも，この支援は，退院前ではなく入院早
期から実施する必要があると考えられる。
その際，
育児場面において，母親は看護師や医師が行って
いる子どもの健康状態の観察や異常時の対応をそ
ばで見学することから始まり，次に一緒に行い，
そして母親一人で行いうという段階をふんでいけ
るよう支援する。母親が実施した観察や対応は医
療者が確認し，適切であればそれを肯定する，と
いう支援を繰り返すことによって，退院前の母親
の戸惑いは軽減すると考えられる。
４．【退院後の未知で個別的な育児への戸惑い】
を持つ母親への育児支援
退院前の母親にとっては，退院後の育児や生活
についての情報が少なく未知であるため，具体的
にイメージできず漠然とした不安を持つと推察さ
れる。石野ら（2009）の調査でも，未知の育児生
活への不安が述べられている。そこで退院後の家

庭生活を想定した母子同室入院
（以下，母子入院）
による育児練習を実施している施設では母親の退
院前の育児不安に対して有効であった（阿部ら，
2004；井田ら，2007）との報告もあるが，すべて
のNICUで取り組まれているわけではない。また，
母子入院によって，24時間の育児を体験すること
はできたとしても，双子の育児，上の子どもも含
めた育児，自宅での沐浴，自宅の環境などの個別
的な育児に対応することは困難であると考えられ
る。先行研究において，母親は退院後の生活に関
して具体的な育児の心配
（藤原ら，2008；山崎ら，
2007）
をもっていたと指摘している。したがって，
母親は，退院後個別的な状況にどのように対応し
ていけばよいのかという答えもないままに退院す
ることに戸惑いを感じていると推察される。この
ような母親への育児支援としては，NICU入院中
に，母親のもつ退院後の個別的な状況に対する戸
惑いを表出できるような機会をつくる必要がある
と考えられる。そして，自宅の間取りなどから沐
浴の場所，子どもを寝かせる場所を母親と一緒に
考えるなどの，きめ細やかな支援が必要であると
考えられる。
５．退院後【子どもの欲求や健康状態を判断する
ことの自信のなさ】をもつ母親への育児支援
退院後の母親は，子どもの欲求を判断すること
に戸惑いを感じていた。澤ら（2006）の調査でも，
退院後の電話相談では「授乳」
，
「沐浴」
，
「オムツ
交換」
「着物の着脱」
「抱っこ」
「便の回数.量」
「皮
膚トラブル」
「児の寝かせ方」
「環境」など育児技
術ではなく判断を要するものであった。退院後24
時間子どもと一緒に暮らす中で，子どもの泣いて
いる理由や授乳量は適切かなどの判断や，呼吸な
どの健康状態の判断などを母親自身がしなければ
ならないため戸惑いを感じていた。NICU入院中
であれば，医師や看護師が判断し母親はNICUで
経験していないため，退院後，子どもの欲求や健
康状態を判断することに自信がもてないのではな
いかと推察される。したがって，母親への育児支
援としては，退院後の支援ではなく，NICU入院
中から，看護師や医師が子どもの欲求や健康状態
をどのように観察し，それをどう判断しているの
かを，母親にも説明し一緒に判断する経験を積ん
でいくことで，子どもの欲求や健康状態の個別性
も理解でき，より子どもの状況にあった育児実践
ができるようになると考えられる。
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６．【生活リズムの調整の困難さ】をもつ母親へ
の育児支援
退院後の母親は，夜間の授乳や双子の育児にお
いて生活のリズムがつかめず困難さを感じてい
た。宮崎（2003）は，産後１ヶ月間は精神的に不
安定で育児不安に陥りやすい時期であると述べて
いる。生活リズムの乱れは，母親の心身の疲労に
もつながるため，退院後の育児支援者とともに，
NICUにおける育児練習をする必要であると考え
られる。また，早産児は未熟性による行動として
Gorskiら（1988）は，覚醒時間が少ない，敏感さ
や応答性が弱い，吸啜が弱く頻回に栄養補給を要
求するなどの特性があると述べている。これらは，
母親に育児を困難に感じさせる要因となる可能性
もあり，未熟性による特性を加味した育児実践へ
の支援が必要であると考えられる。
７．【１人で育児することの自信のなさ】をもつ
母親への育児支援
退院後の母親は，通院や沐浴時，一人では無理
だと感じ夫や家族からの支援を受けていた。一人
で育児することに自信がない母親に対する育児支
援としては，母親の自信のなさの要因を具体的に
把握することである。母親自身が必要とする支援
はどこに（誰に）依頼すれば良いのかを考え行動
できるように，入院中から母親とともに利用でき
るサポート資源について調べておくなどの育児支
援が必要であると考える。また，母親の育児に対
する自信がもてないという場合，先行研究では，
母親の育児に対して専門家や育児経験のある人な
どからの言語的説得（Bandura，1977），肯定的
評価（菱沼ら，2006；坂間ら2010），確証（鈴木，
2009），承認（近藤，2006）を得ることが母親の
育児に対する自信につながったと報告されてい
る。したがって，NICU入院中から，看護師は母
親の育児が適切であれば，肯定的な評価を母親に
伝えることで，母親の育児に対する自信につなが
ると考えられる。入院中は，看護師が母親の育児
を見る機会があるため，「それでいいですよ」「大
丈夫，うまくできますよ」などといった声をかけ
ることが母親の自信を高める一助になると考えら
れる。先行研究では，育児不安の一因として育児
の自信のなさ（河野，2011）が見出され，育児の
自信の高まりが育児不安の低減につながった（藤
原，2008）と報告されている。つまりNICUにお
いて，“母親の育児に対する自信”という視点を
取り入れた育児支援が不十分であり，それが育児
不安の一因にもなっているのではないかと考えら

れる。

Ⅷ．研究の限界と今後の課題
本研究では，NICUに入院した，先天性疾患や
後遺症のない，予後良好と予測される子どもの母
親17名であったため，子どもの健康状態や家族
背景に相違がある。また，早産により子どもが
NICUに入院した経験を持つ母親の入院中から退
院後１か月までという限定した範囲内での母親の
育児に対する思いであるため一般化するには限界
がある。調査協力施設は，総合および地域周産期
母子医療センターとして地域の基幹病院である２
施設のNICUであり，看護実践の異なるNICUで
の母親の育児に対する思いとは相違がある可能性
がある。しかし，わが国において，NICUに子ど
もが入院した母親の育児に対する思いに焦点をあ
てた研究がないため，この研究によって得られた
知見は貴重なものといえる。この研究でNICUに
子どもが入院した母親の育児に対する思いを明ら
かにすることができたことは，母親の戸惑いを和
らげ，意欲を活かした育児支援につなげていける
と考えられる。

Ⅸ．結

論

NICUに子どもが入院した体験をもつ母親の入
院中から退院後1か月までの育児に対する戸惑い
や躊躇などの消極的な思いを明らかにすることに
よって，母親の思いに沿ったNICU退院後の育児
を視野に入れた育児支援について考察することを
目的に，17名の母親に半構成的面接調査を行った
結果，以下の示唆が得られた。
１．NICUに子どもが入院した母親は育児に対
する戸惑いとして，
【育児のことを考える余裕が
ない】
，
【未熟な子どもの状態に合わせた育児への
戸惑い】
，
【子どもの健康状態の観察と異常時の対
応への心配】
，
【退院後の未知で個別的な育児への
戸惑い】
，
【子どもの欲求や健康状態を判断するこ
との自信のなさ】
，
【生活リズムの調整の困難さ】，
【１人で育児することの自信のなさ】の７つのカ
テゴリが明らかになった。
２．
【育児のことを考える余裕がない】
母親には，
傷ついた思いをうけとめ，子どもと向き合えるよ
うな支援が必要である。
３．
【未熟な子どもの状態に合わせた育児への
戸惑い】
，
【子どもの健康状態の観察と異常時の対
応への心配】
，
【子どもの欲求や健康状態を判断す
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ることの自信のなさ】は，子どもの健康状態の観
察，それに適した方法や対応の選択など，判断が
できるように入院中から支援していく必要があ
る。
４．【退院後の未知で個別的な育児への戸惑い】
や【生活リズムの調整の困難さ】を持つ母親へ
は，退院後の育児や生活について具体的にイメー
ジできるような情報をもとに母親と共に考えるな
どの，きめ細やかな支援が必要である。退院後の
育児支援者とともに，NICUにおける育児練習を
する必要である。また，子どもの未熟性による特
性を加味した育児実践への支援が必要である。
５．【１人で育児することの自信のなさ】をも
つ母親へは，NICU入院中から，看護師は母親の
育児が適切であれば，肯定的な評価を母親に伝え
ることで，母親の育児に対する自信につながると
考えられる。NICUにおいて，“母親の育児に対
する自信”という視点を取り入れた育児支援が必
要である。
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