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【研究報告】

医療的ケアを必要とする児を持つ親への
退院支援において看護師が抱える困難感
Nurses’
challenges in supporting parents of children
who need medical care at the time of discharge

佐藤 奈美 1）
Nami SATO 1）

要

旨

【目的】医療的ケア児を持つ親への退院支援において看護師が抱える困難感を明らかにし、B 病棟の課題を検討する。
【方法】B 病棟の小児科で医療的ケア児への退院支援を経験した看護師 5 名に半構成的面接調査を行った。
【結果】看護師が抱える困難感は、
【知識不足に関連した困難感】【指導方法に関連した困難感】【信頼関係の構築
と情報収集に関連した困難感】
【勤務時間内で計画的に退院支援の時間を確保できないという困難感】【医療チー
ムとしての連携・情報共有に関する困難感】の 5 つであった。
【考察】B 病棟の課題として、1．勉強会の開催と経験から得られた知識と蓄積した情報を活用できるツールを持
つ必要性、2．退院支援の方向性や指導計画の進捗状況などが共有できるツール作成の必要性、3．パンフレット
の基準となる資料作成の必要性、4．共同カンファレンス開催の必要性、5．在宅療養において医療的ケアが適切
に実施されているか、親の心理的負担を考慮した継続看護の必要性が挙がった。
キーワード：医療的ケアを必要とする児

親

退院支援

看護師が抱える困難感

課題

いえない状況にある。千葉県内では医療型障害児入所

Ⅰ．はじめに

施設は 3 施設であり、また人工呼吸器を装着した児の

救急・救命医療の進歩に伴い、重篤な先天性疾患を

長期・短期入所できる施設は指定医療機関を含め 3 施

持つ児や超低出生体重児が救命できるようになった。

設であるため、制度はあっても医療的ケア児の受け入

その結果、在宅で気管切開や人工呼吸器管理、胃瘻を

れ施設が少なく、実際には利用できない場合も多い。

含めた経管栄養管理など、複数の高度な医療的ケアを

このことから、施設入所には長期間の待機を必要とす

必要とする児
（以下、
「医療的ケア児」）が増加している。

るため、両親は自宅療養を選択することが多い。また、

その数は平成 17 年には 9,403 人であったが、平成 27

現在の超高齢社会において、介護保険法の対象となる

1）

年には 17,078 人と、10 年間で 1.8 倍に増加している 。

高齢者に対しては、ケアマネージャーがケアプランの

しかし、医療的ケア児を支援するシステムは十分とは

作成や調整にあたっているが、小児についてはこのよ

1）

東邦大学医療センター佐倉病院

1）

Toho University Sakura Medical Center
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うな役割を担う職種が存在しない。そのため、両親が

Ⅲ．研究方法

主体となって医療的ケアを習得するだけでなく、社会
制度を理解し、訪問看護や地域サービスの調整を行う

1．研究対象：A 大学病院 B 病棟の小児科で退院支援

必要がある。このことから、医療的ケア児の親に対す

を経験した看護師へ研究の説明を行い、同意の得

る、在宅移行に向けた介入は非常に重要である。

られた 5 名

医療的ケア児の多くは、治療や処置のために長期間

2．データ収集期間：2015 年 10 月～ 12 月

入院生活を送ることになるため、母親と出生直後から

3．データ収集方法：医療的ケア児を持つ親への退院

分離し、そのあとも接触の機会が限られている。母子

支援における困難感について、16 ～ 28 分の半構

分離体験そのものだけによって愛着の形成が滞ること

成的インタビューを行った。

はないといわれているが、誕生から数ヵ月を病院で過

4．分析方法：個々の看護師が語った内容を逐語録に

ごすことは母親と子どもの関係が形成される上では不

起こし、困難感を表現している文章を抽出し、コー

利となりやすい。また、父親や兄弟においては、児に

ド化した。類似したコードを集め、サブカテゴリー

触れ、ともに過ごす時間により家族としての認識が構

化、さらにカテゴリー化した。分析の際にオブザー

築されるが、医療的ケア児の受け入れは家族全体の生

バーの指導を受け、分析の妥当性を高めた。

活に影響を及ぼし、ときに家族生活を根底から覆す事
態を引き起こしており、虐待に至る可能性もある。そ

Ⅳ．倫理的配慮

のため、児を受け入れ、サポートする家族の状況を見
据えた退院支援を早期から行うことが入院期間の短縮
につながり、
家族を形成していく上で重要だと考える。
A 大学病院 B 病棟は小児病床数が 11 床、成人病床

1．東邦大学医療センター佐倉病院倫理委員会の承認
（№ 2015-051）を得た。
2．研究目的、意義、研究協力へは自由意思であること、

数が 36 床の混合病棟である。B 病棟における退院支

参加途中の辞退も可能であること、プライバシー

援が必要な医療的ケア児は NICU から転棟してくる

保護への配慮、また、研究への参加・不参加によっ

ケースが大半を占めており、転棟後に家族との信頼関

て、不利益を被らないことを、文章および口頭で

係を構築しながら、退院支援の介入を進めている。家

説明し研究の同意を得た。

族への医療的な技術指導や社会資源に対する知識の提

3．研究者は威圧的にならないよう常に意識し、支持

供、家族の情緒的支援が必要となってくる。B 病棟小

的に話を聞く姿勢で面接を行った。また、参加者

児科への入院は年間約 300 名であり、そのうち医療的

の話す出来事や思いに対して、研究者が批判や評

ケア児は約 3 ～ 4 名である。症例が少なく担当看護師

価をするような態度や言動は避けた。

として退院支援に関わる機会が少ないため、退院支援
における困難感が生じており、そのことが入院期間の

Ⅴ．結果

長期化につながっていると考えられる。そのため、本
研究では実際に退院支援を実施した看護師が抱える困
難感を明らかにし、退院支援における B 病棟の課題
を検討することを目的とする。

Ⅱ．研究目的
医療的ケア児を持つ親への退院支援において看護師

1．研究対象の背景
研究参加者は 5 名で、看護経験年数は平均 8.7 ± 9.7
年、小児科経験年数は平均 3.7 ± 2.5 年であった。
2．分析したコード数とカテゴリー数
医療的ケア児に対する退院支援での困難感は 97
コードあり、5 つのカテゴリー、16 のサブカテゴリー

が抱える困難感を明らかにし、B 病棟の退院支援にお

に分類された。以下、カテゴリーを【

ける課題を検討する。

ゴリーを《

》、コードを「

】、サブカテ

」で示す。
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表1．医療的ケア児を持つ親への退院支援において看護師が感じる困難感
カテゴリー
知識不足に関連した困難感

サブカテゴリー
・自宅療養に必要な社会資源に関する知識不足により生じる困難感
・人工呼吸器管理に対する知識不足による困難感
・病態の理解と予後予測に必要な知識不足による困難感
・自分自身の病態理解が進まないため、指導できないという困難感
・在宅療養のイメージがつかないことによる情報収集の困難感

指導方法に関連した困難感

・指導するための語彙の選択や親の知識的な理解度と技術の習得度の見極めに
関する困難感
・親の漠然とした不安を具体化して『できる』という思いへ導くまでの困難感
・親の心理的負担を予測しながら指導することへの困難感

信頼関係の構築と情報収集

・退院後の家庭内のサポート体制が明らかにできないという困難感

に関連した困難感

・短期間で母親との信頼関係を構築しなければならないと思うプレッシャー
・医療的ケア児を育児する親の立場に配慮した情報収集をすることの困難感

勤務時間内で計画的に退院
支援の時間を確保できない
という困難感

・入院や手術など急性期にある患者を優先するために、退院支援に関わること
が後回しになることへの困難感
・ゆっくりと時間を確保して関わりたいという思いと、時間内では終わらない
というジレンマ

医療チームとしての連携・

・担当看護師が抱いた困難感

情報共有に関する困難感

・チームメンバーが抱いた困難感
・医師・他部門との連携に関連した困難感

3．面接から得られた医療的ケア児に対する退院支援
で看護師が抱える困難感
5 つのカテゴリーは【知識不足に関連した困難感】

困った」という語りから、《自宅療養に必要な社会資
源に関する知識不足による生じる困難感》とした。「知
識として人工呼吸器を装着している児の看護自体が難

【指導方法に関連した困難感】【信頼関係の構築と情報

しかった」という語りから《人工呼吸器管理に対する

収集に関連した困難感】
【勤務時間内で計画的に退院

知識不足による困難感》とした。「病態が多臓器に及

支援の時間を確保できないという困難感】
【医療チー

ぶことが多く、予後予測を含め理解することが難し

ムとしての連携・情報共有に関する困難感】であった。

かった」「退院後にどのタイミングで救急受診する必

それぞれのカテゴリーについて説明する。

要があるのかを説明することが難しかった」という語
りから、《病態の理解と予後予測に必要な知識不足に

1）
【知識不足に関連した困難感】

よる困難感》とした。「病態を理解した上でないと他

「看護相談室の担当者から母親に伝わった、具体的

者に相談できないという思い」「指導に必要な医療的

な話の内容を理解することが難しかった」
「社会資源

ケアについて、自分で勉強してからでないと他者に相

に対する知識が乏しいため、母親から質問されても答

談できないという思い」の語りから、《自分自身の病

えられないという思い」
「社会資源で使える物品や医

態理解が進まないため、指導できないという困難感》

療保険の中で持ち帰れる物品の数などがわからずに

とした。「退院後の自宅での様子がイメージできず、

12
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何を情報収集したらよいのか困った」という語りから、
《在宅療養のイメージがつかないことによる情報収集
の困難感》とした。

4）
【勤務時間内で計画的に退院支援の時間を確保で
きないという困難感】
「成人との混合病棟であることから、成人患者の入
院や手術を平行して受け持ち、業務が煩雑になるとい

2）
【指導方法に関連した困難感】

う思い」「病態的には急性期ではないため、急性期患

「医療者ではない両親に医療技術を指導することが

者の看護ケアが優先され集中して情報収集や指導を行

難しかった」
「指導しなければならない医療的ケアが

うことが難しい」という語りから、《入院や手術など

複数あり大変だった」という語りから、
《指導するた

急性期にある患者を優先するために、退院支援に関わ

めの語彙の選択や親の知識的な理解度と技術の習得度

ることが後回しになることへの困難感》とした。「ゆっ

の見極めに関する困難感》とした。
「自宅に帰ってか

くり話を聞きたいという思いはあるが、自分の勤務時

らの医療ケアの方法を親と一緒に考え、
『できる』と

間には制限があり、勤務時間外も多くの時間は費やせ

いう結果につなげることが難しい」
「親が『漠然とし

ないという思い」「外泊用のパンフレットなどが勤務

ていてわからない』と感じていることを具体的に引き

時間内に作成できないという、担当看護師の負担感」

出すことが難しい」という語りから、
《親の漠然とし

「情報収集や指導が中断されないようにするためには、

た不安を具体化して『できる』という思いへ導くまで

勤務時間外や休憩時間を利用することも仕方ないとい

の困難感》とした。「児に苦しい、痛い思いをさせた

う思い」の語りから、《ゆっくりと時間を確保して関

くないという親の気持ちを汲み取った上で、医療的ケ

わりたいという思いと、勤務時間内では終わらないと

アの必要性を説明して指導することが難しい」
「人工

いうジレンマ》とした。

呼吸器の管理、カニューレ交換、バギングなど、生命
維持に直結することであり、医師を含めた指導である
が、簡単ではない」という語りから、
《親の心理的負
担を予測しながら指導することへの困難感》とした。

5）
【医療チームとしての連携・情報共有に関する困
難感】
《担当看護師が抱いた困難感》では、
「チームメンバー
に依頼したことが、意図していたこととは違って伝わ

3）
【信頼関係の構築と情報収集に関連した困難感】

るなど、依頼することの難しさ」「母親の信頼を得る

「母親が家族・家庭環境を話したがらないため、在

ためには統一した指導が大切だと思ったが、情報共有

宅療養における母親以外の支援者についての情報を

が難しく上手くいかなかった」「はじめてのバギー乗

得ることが難しかった」という語りから、
《退院後の

車や自家用車への移動・外出などは担当看護師がいる

家庭内のサポート体制が明らかにできないという困

日に計画すればよいと言われたことに対する戸惑い」

難感》とした。
「NICU の看護師に対する親の信頼感

が語られた。一方、《チームメンバーが抱いた困難感》

が強いと感じ、信頼関係を構築していく上でプレッ

では、「何の指導がどこまで行われているのか、自分

シャーを感じた」
「NICU は 1 対 1 で関われるが、小

は何を指導したらよいのかの情報が取れずに困った」

児病棟では複数の患児の一人なので、ゆっくり関わる
ことができないという担当看護師の思い」の語りから、

「カンファレンスを開催する機会が少なく、退院支援
の全体の動きや方針が共有できなかった」と語った。

《短期間で母親との信頼関係を構築しなければならな

また、「病態に関連した予後予測が医師からどのよう

いと思うプレッシャー》とした。
「家庭の様子をあま

に家族に伝わり、どう理解しているのかがわからず、

り話そうとしない・壁を作っていると感じる親には踏

指導する際に戸惑いがあった」「医療処置の方法や物

み込んだ話ができないという思い」
「親が退院後に抱

品が NICU と小児科では違いがあり、家族や病棟で

くギャップを予測して指導することの難しさ」という

指導する看護師に戸惑いがある」という語りから、
《医

語りから、
《医療的ケア児を育児する親の立場に配慮

師・他部門との連携に関連した困難感》とした。

した情報収集をすることの困難感》とした。
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報を活用できるツールを持つ必要性が示唆された。
2．【指導方法に関連した困難感】について

サブカテゴリーに示す《病態の理解と予後予測に関

サブカテゴリーに示す《指導するための語彙の選択

する知識不足による困難感》と《自分自身の病態理解

と親の知識的な理解度と技術の習得度の見極めに関す

が進まないため、指導できないという困難感》は、医

る困難感》の背景には、医療的ケア児には医療的ケア

療的ケア児の多くは、染色体異常や奇形症候群などの

が複数必要なことが考えられる。複数の医療的ケアを

複数の臓器に病態を持つ疾患であることが背景として

同時に指導していく中で、どの時期に何の指導を計画

挙げられる。更に、同じ疾患であっても、予後予測や

すればよいのか、また、医療的ケアによって違う習得

必要な医療的ケアの違いがあり、児の病態を理解し、

度を見極め評価する過程で困難感が生じていることが

在宅療養に向けた指導計画を立案する際に生じる困難

推察された。このことから、退院支援の方向性や指導

感であると考える。

計画の進捗状況などが共有できるツールを作成する必

また、
《自宅療養に必要な社会資源に関する知識不足

要性がある。

により生じる困難感》
《在宅療養イメージがつかないこ

また、サブカテゴリーに示す《親の漠然とした不安

とによる情報収集の困難感》
《人工呼吸器管理に対する

を具体化して『できる』という思いまで導くまでの困

知識不足による困難感》は、退院支援を必要とする医

難感》と《親の心的負担を予測しながら指導すること

療的ケア児が年間 3 ～ 4 名である B 病棟においては、

への困難感》では、『児に苦しい、痛い思いをさせた

担当看護師として医療的ケア児の退院支援を経験する

くない』という思いから、医療的ケアの実施に抵抗を

機会が少ないことが一つの背景と考える。三沢は「小

示す親への指導の難しさも語られており、看護師は親

児の在宅医療では、ケアマネージャーが制度として存

の思いに共感しながらも、生命に直結することであ

在せず、介護者である親が行政機関等多くの窓口に出

り、危機感を持ってもらわなくてはならないと考えて

向いてすべての手続きをしなければならない。申請項

いることが挙げられた。親が医療的ケアを習得するこ

目が複雑多岐にわたり、親にとって大きな負担となっ

とは、児が在宅で生活するために必要不可欠なことで

ている」 と述べており、退院を実現させるための親の

あり、日野ら 3） は「指導開始時期は、家族が医療的

負担は、技術の習得だけでない。親は在宅療養準備に

ケアの必要性をどの程度理解しているかや、受容の程

おける不安や疑問、負担について、日々病棟で関わる

度を把握してから開始し、患児の発達や病状に合わせ

看護師に訴える機会が多い。しかし病棟看護師は医療

た継続的な指導が必要である」と述べている。医療的

的ケア児の退院支援を経験する機会が少ないため、制

ケア児の親は医療的ケアの技術を習得する技術的負担

度の説明や申請場所などの知識が少なく、さらに在宅

に加え、在宅では 24 時間児を看なければならないと

療養を容易にイメージできる程の情報量がないことで

いう身体的・心理的負担があると先行研究で指摘され

困難感が生じていると考えられる。よって、勉強会の

ている。A 大学病院では病棟配属の看護師が配属病

開催や研修への参加を通し、社会資源や在宅療養に関

棟の診療科の外来も管理するユニット制を導入してお

する知識を学んでいくことが必要である。また、知識

り、継続的にサポートできる体制がある。入院中に手

不足や在宅療養のイメージができないことの要因には、

技が確立でき、医療的ケア児を看る自信がついたとし

これまで経験した症例で利用した社会資源や在宅療養

ても、在宅で医療的ケアを実施していく中で親の不安

に関する情報を蓄積し、共有するシステムがなかった

や負担が増大する等、新たな課題が見えてくることが

ことが挙げられる。今後は看護師の経験年数にかかわ

予測される。したがって、入院中にとどまらず、退院

らず、情報収集とアセスメントができるよう、社会資

後も継続的に支援していくことが必要と考える。児の

源についてまとめた表や、親の意思決定についてのフ

発達や病状に合わせて適切に医療的ケアが実施されて

ローチャート等、経験から得られた知識と蓄積した情

いるかだけでなく、親の心理的負担が増大していない

2）
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かも含めて、外来で継続的に支援していくことが重要

げられる。家庭環境を話したがらない場合や健常児と

であると示唆された。

同じように育てたいという思いのある親への対応に
は、高いコミュニケーション能力が必要である。また、

3．
【信頼関係の構築と情報収集に関連した困難感】に
ついて

親の医療的ケア児に対する思いを知るためには、医師
からの病状説明には必ず看護師が同席し、親の反応や

サブカテゴリーに示す《短期間で母親との信頼関係
を構築しなければならないと思うプレッシャー》は、

受け取り方を確認し、チーム全体で共有していくこと
が大切だと考える。

NICU 看護師に対する親の信頼感が強いと感じること
から生じていると推察する。退院支援のためには親
との信頼関係の構築が必要不可欠である。B 病棟で関

4．
【勤務時間内で計画的に退院支援の時間を確保で
きないという困難感】について

わる医療的ケア児は NICU から転棟してくる児が大

サブカテゴリーに示す《入院や手術など急性期にあ

部分を占めており、転棟当初に NICU 看護師 への信

る患者を優先するために、退院支援に関わることが後

頼感が強いことは当然だといえる。しかし、病棟看護

回しになることへの困難感》《ゆっくり時間を確保し

師は「１対１でゆっくり関われないことや物品が違う

て関わりたいという思いと、時間内では終わらないと

等、NICU と対応が違うことで生じた親の戸惑い」を

いうジレンマ》では、退院支援のための情報収集には、

感じており、一からの関係構築ではなく、NICU での

まとまった時間が必要であり、退院支援に関するパン

土台を考慮した信頼関係の構築の必要性を感じてい

フレット・指導計画書の作成にも時間が必要だと感じ

た。NICU 看護師に対する親の信頼感が強いと感じる

ているが、勤務時間内では手術や処置等急性期の患者

ことで、信頼関係を構築に関するプレッシャーが生じ

対応が優先され、情報収集が中断されてしまう、パン

は「小児病棟から NICU への

フレット・指導計画書の作成が勤務時間外となってし

転棟前訪問や、面会時の様子や子どもの世話の習得具

まうという担当看護師の負担感が語られた。B 病棟で

合などの転棟時の伝達など、母親も含めた転棟と捉

は、退院支援に向けたパンフレットや指導計画書の基

えた態勢を築く」ことが必要であると述べている。A

準がなく、一から作成する必要があることが一つの要

大学病院では、NICU から小児病棟に転棟してくる場

因だと考える。医療的ケア児の個別性に合わせた、パ

合、スタッフ間カンファレンスの開催と転棟直前に親

ンフレットや指導計画書は必要だが、時間外の負担を

の病棟見学を実施しているが、今回の結果から、病棟

軽減するためには、基準となるパンフレットを改良し、

看護師と親が信頼関係を構築するためには、一方的に

作成してくことが有効である。指導計画書や指導の進

病棟訪問を受ける態勢ではなく、病棟看護師が NICU

捗状況は、前にも述べたようにスクリーニングシート

を訪問する必要性が示唆された。スタッフ間カンファ

等を使用して、チーム間で状況を把握していくことが

レンスの終了後、病棟看護師が NICU へ訪問を行い、

今後の課題として示唆された。

たと推察する。西田

4）

児の様子や指導を受ける親の思いを聞き、その後に病
棟見学を行うことで、小児病棟との違いや親が受ける
衝撃などに配慮でき、早期の信頼関係の構築につなが
るのではないかと考える。

5．
【医療チームとしての連携・情報共有に関する困
難感】について
サブカテゴリーに示す《担当看護師が抱いた困難感》

また、次に示すサブカテゴリー《退院後の家庭内の

と《チームメンバーが抱いた困難感》には、担当看護

サポート体制が明らかにできないという困難感》《医

師の思いとして「依頼したことが、意図していたこと

療的ケア児を育児する親の立場に配慮した情報収集を

とは違って伝わった」「統一した指導が大切だと思っ

することの困難感》は、退院支援を行うためには、看

たが、情報共有が難しく上手くいかなかった」という

護師が家庭の状況を把握するこが重要だと理解してい

負担に関する語りがあり、チームメンバーからは「退

ても、実際の情報収集が難しいと感じていることが挙

院支援の全体の動きや方針が共有できなかった」と
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あった。このことから、担当看護師は退院支援の全体

いるか、親の心理的負担を考慮した継続看護の必

像を把握しているが、チームメンバーとの情報共有が

要性がある。

できていないことで、担当看護師一人の負担が大きく
なる状況があることが予測される。情報を共有し、チー

謝辞

ム全体で退院支援を進めるためには、カンファレン
スを定期的に開催する必要があると考える。河野ら 5）
は「共同カンファレンスを活用することで、ケア計画
の充実と実践が行えることになり、病棟看護師の退院

本研究に協力していただいた皆様へ心から感謝の気
持ちと御礼を申し上げます。
本研究における利益相反は存在しない。

支援に対する意識と行動に変容をもたらした」と述べ
ている。カンファレンスは情報共有としての側面だけ
ではなく、チームとして退院支援の意欲を向上させる
側面をも持っていると推測する。
また、次のサブカテゴリー《医師・他部門との連携
に関連した困難感》では、医師の他に NICU や看護相
談室との連携不足が示唆された。共同カンファレンス
の開催は、看護師間の情報交換だけでなく、医師を含
む他のスタッフの意見を聞くことで、方向性を共有す
ることができる。今後は多職種を含めたカンファレン
スの開催について検討していく必要があると考える。
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Ⅶ．結論
医療的ケア児を持つ親への退院支援において看護師
が抱える困難感は、【知識不足に関連した困難感】【指
導方法に関連した困難感】
【信頼関係の構築と情報収
集に関連した困難感】
【勤務時間内で計画的に退院支
援の時間を確保できないという困難感】
【医療チーム
としての連携・情報共有に関する困難感】の 5 つが結
果として得られた。そこから検討した医療的ケア児を
持つ親への退院支援における課題は次の通りである。
1．勉強会の開催や、経験から得られた知識と蓄積し
た情報を活用できるツールを持つ必要性がある。
2．退院支援の方向性や指導計画の進捗状況などが共
有できるツールを作成する必要性がある。
3．医療的ケアの指導方法や留意点など、パンフレッ
トの基準となる資料作成の必要性がある。
4．退 院支援の方向性を NICU 看護師・看護相談室・
医師など多職種で共有するために、共同カンファ
レンス開催の必要がある。
5．在宅療養において医療的ケアが適切に実施されて

看護師の意義と行動の変容．日本看護学会論文地域看護，71-71，
2014．

