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【研究報告】

成育日記が母親にもたらす影響
Effect of the growth diary on mothers

中澤 絵里菜 1），野田 玲穂 1），加茂 あゆみ 1）
Erina NAKAZAWA1），Naruho NODA1），Ayumi KAMO1）

要

旨

【目的】成育日記を使用していた母親の気持ちを知り、成育日記が母親にどのような影響をもたらしたかを明らか
にする。
【方法】A 病院に入院した児（出生体重 1,500g 〜 2,300g）の母親で、本研究に同意を得られた 3 名に半構成的面
接を行った。得られたデータから逐語録を作成し、カテゴリー化を行い考察した。
【結果】分析の結果、10 個のサブカテゴリーと 3 個のカテゴリー【看護師との信頼関係を築くきっかけとなる】
【育
児への自信につながる手段の一つとなる】【児を育てることに対して前向きな気持ちになる】が抽出された。
【考察】成育日記は、母親と看護師の信頼関係を築くきっかけとなっている。信頼関係が構築できたことで母親は
自分の気持ちを表出でき、育児に前向きに取り組むことができていた。また、成育日記には退院後の育児に役立
つ情報が記載されており、育児への自信につながっていた。以上から、成育日記は、母子関係の構築や母親と看
護師の信頼関係の構築において重要な役割を担っている。
キーワード：NICU

成育日記

母子関係

愛着形成

Ⅰ．はじめに
周産期母子医療センターに入院した児とその母親
は、出生直後から母子分離状態を余儀なくされる。特

たケアを振り返ることができ、母親役割の意識を高め
ることにも有用であると述べている 2）。以上のことか
ら、成育日記は母子関係を築くことに効果的な手段の
一つであるといえる。

に早産児の場合、母子分離状態が長期間に及ぶことが

各医療機関によって記載内容や頻度、誰が記載する

多く、母子関係が構築されにくい環境であると考え

か等の運用方法は異なっている。B 病棟では母親へ児

る。先行研究では、成育日記は医療者と母親の良いコ

の状態を伝える手段の一つとして、児の成長がわかる

ミュニケーションツールとして機能しており、母親は

ように担当看護師が体重やミルクの量を記載し、写真

コミュニケーションを介して次第に児の状況を受け入

や足型を取り貼る等工夫した成育日記を作成してい

れ、母親の自責の念を軽減し前向きな気持ちに変化す

る。また、担当看護師・両親共に記載内容や頻度に決

1）

ることが指摘されている 。また、入院中に児へ行っ

1）

東邦大学医療センター大森病院

1）

Toho University Omori Medical Center

DOI:10.14994/tohokango.15.2.23

まりを設けず使用し、両親へ面会時自由に記載して良
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いと説明している。そこで、成育日記を使用していた

研究を拒否・途中辞退しても治療・看護に不利益がな

母親の気持ちを知り、B 病棟の成育日記が母親にどの

いことを伝え、得られたデータは研究以外に使用しな

ような影響を与えているかを明らかにし、今後の成育

いことを説明した。本研究に使用したデータは鍵のか

日記のあり方についての基礎資料としたいと考えた。

かるロッカーに保管し、パスワードのかかる USB に
保管した。インタビューはプライバシーが守られる個
室で行った。同意書に明記した時間を超えないように

【用語の定義】
成育日記とは、担当看護師が日々の児の様子を記載
する B7 サイズのノート。

留意し、母親より授乳等の中断の希望があれば中断す
ることを説明した。

Ⅱ．研究の目的
児が B 病棟に入院中の母親が成育日記を使用した
ときの気持ちを知り、成育日記が母親にどのような影
響を与えているかを明らかにする。

Ⅴ．結果
1．対象者の属性
母親の平均年齢は 34.7 歳、出産経験は初産婦 2 名、
経産婦 1 名であった。児の在胎週数は 31 週～ 35 週、体
重 1,500g ～ 2,000g、
入院日数は 40 日～ 54 日間であった。

Ⅲ．研究方法
1．データ収集期間
平成 27 年 10 月～ 12 月

2．成育日記を使用しての母の気持ち
逐語録より、成育日記を使用しての母親の気持ちと
して 167 の語りを抜き出し、内容を整理してコード化
し 24 のコードが抽出された。これらのコードは 10 個

2．対象

のサブカテゴリーと、
【看護師との信頼関係を築くきっ

平成 27 年度、B 病棟に 2 週間以上入院している出

かけとなる】
【育児に対して前向きな気持ちになる】
【育

生体重 1,500 ｇ～ 2,300g の低出生体重児（合併症があ

児への自信につながる手段の一つとなる】の 3 個のカ

る児は除く）の母親で、協力の同意を得られた母親 3

テゴリーに分類することができ、表１に示した。以下、

組を対象とした。研究対象者の募集、インタビューに

カテゴリー【

関しては、担当看護師以外の看護師が行った。

対象者の発言「

】、サブカテゴリー≪

≫、コード［

］、

」で表にした。

【看護師との信頼関係を築くきっかけとなる】は、
3．研究方法

≪気持ちを表出する場を持つことができる≫≪頼れる

児の退院 1 ヵ月後の健診時に、母親へインタビュー

存在が身近にいると感じる≫≪寄り添ってくれると感

ガイドを基に半構成的面接法で 1 人 30 分程度実施し

じる≫≪児を大切にしてもらえると感じる≫の４個の

た。インタビューで得られたデータから逐語録を作成

サブカテゴリーより構成された。≪気持ちを表出する

し、成育日記が母親にもたらした影響に関する文脈を

場を持つことができる≫は、「全部ここで吐き出して。

抽出し、カテゴリー化を行い考察した。

別に深い答えをしてくださらなくても、ちょっと触れ
てもらっているだけでガス抜きできたっていうのが、

Ⅳ．倫理的配慮
東邦大学医療センター大森病院倫理委員会の承認

本当に助けてもらったノートだった」というように母
親が感じる不安や心配な気持ちを自由に記載できるこ
とで、［治療や検査への不安な気持ちを表出できる］

（審査番号：27-118）
を得て実施した。研究の目的・方法・

［日々の気持ちを聞いてもらえる］場として活用され

情報の守秘義務・研究協力は自由意思であることを書

ていた。≪頼れる存在が身近にいると感じる≫は、
「小

面および口頭で対象者に説明し、同意を得た。また、

さく生まれた子どもを持つ友達っていうのがいなく
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表１．成育日記が母親にもたらす影響
カテゴリー

サブカテゴリー

コード

看護師との信頼関係を

気持ちを表出する場を

・日々の気持ちを聞いてもらえる

築くきっかけとなる

持つことができる

・治療や検査への不安な気持ちを表出できる
・同胞の児の受け入れについて不安な気持ちを聞いてもらえる

頼れる存在が身近にい

・児のことを相談できる存在を見つけることができる

ると感じる

・児を一緒に見守ってくれる存在がいることに気づくことができる

寄り添ってくれると感

・看護師と気持ちの共有ができる

じる

・児のことを一番に把握してくれている看護師とやりとりができる
・看護師の気遣いを感じる

育児に対して前向きな

児を大切にしてもらえ

・できないことを看護師が代わりに行ってくれる

ると感じる

・児を看てもらっていることをより感じる

児の成長を感じる

・児の成長記録を残すことができる
・児が健康であることを知ることができる

気持ちになる

・児の成長を振り返ることができる
自責の念が緩和できる

・小さく産んでしまったからこそ気になる内容を知ることができる
・小さく産んでしまったことへの罪悪感を軽減できる

気持ちを吐き出すこと

・疑問を聞いてもらえる

ができる

・専門家に話を聞いてもらえる

面会に来るきっかけが

・精神的支えとなる

できる

・成育日記を読むことが楽しみであると感じる

育児への自信につなが

自分の知らない児の情

・面会時間外の児の様子を知ることができる

る手段の一つとなる

報を知ることができる

・入院中の授乳の様子を知ることができる
・知りたいと思う情報を知る手段ができる

退院後の育児に活用で

・児に合わせた育児を知ることができる

きる情報を得ることが

・今後の育児の参考にすることができる

できる

て、持っている不安っていうのを話してもわからない

やりとりできるということが、意味があるかなって感

だろうっていう前提で、特に話してなかった」という

じだった」というように、［児のことを相談できる存

ように、母親は周囲に児のことを話せる人が少なく孤

在を見つけることができる］ことで、母親一人で抱え

独感を感じていることがわかった。
「担当の方であれ

込むのではなく、頼れる存在が身近にいると感じるこ

ばいろんなことを話していいのかなぁっていう、まぁ、

とができていた。≪寄り添ってくれると感じる≫は、

頼りになるっていうか」というように、看護師が児を

成育日記を通して看護師が母親の気持ちに寄り添い、

大切にしてくれていると感じることで［児を一緒に見

共感することで［看護師の気遣いを感じる］［看護師

守ってくれる存在がいることに気づくことができる］

と気持ちの共有ができる］と感じていた。また、［児

きっかけとなっていた。また、
「担当の看護師さんと

のことを一番に把握してくれている看護師とやりとり
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ができる］ことで安心感があり、寄り添ってくれてい

感じでしたね」というように［成育日記を読むことが

ると感じていた。≪児を大切にしてもらえると感じる≫

楽しみであると感じる］［精神的支えになると感じる］

は、
「担当の方が、言葉を尽くしていろいろ書いてく

ことで、面会に来ることが楽しみとなり、面会に来る

ださると嬉しい、こういう風に思ってくれていること

きっかけの一つとなっていた。

がありがたい」というように、写真や足形・手形だけ

【育児への自信につながる手段の一つとなる】は、≪

でなく、工夫された成育日記を見ること、看護師の思

自分の知らない児の情報を知ることができる≫≪退院

いが込められたメッセージを読むことで［児を看ても

後の育児に活用できる情報を得ることができる≫の 2

らっていることをより感じる］ことができていた。ま

つのサブカテゴリーより構成された。≪自分の知らな

た、母親が児に対して直接［できないことを看護師が

い児の情報を知ることができる≫は、入院中の授乳量

代わりに行ってくれる］ことで看護師に児を大切にし

や授乳時間、夜の様子や母親が面会に来ることができ

てもらえていると感じていた。

ない日の様子を記載することで、［入院中の授乳の様

【育児に対して前向きな気持ちになる】は、≪児の

子を知ることができる］［面会時間外の児の様子を知

成長を感じる≫≪自責の念が緩和できる≫≪気持ちを

ることができる］と感じ、［知りたいと思う情報を知

吐き出すことができる≫≪面会に来るきっかけができ

る手段ができる］ことで自分の知らない児の様子を知

る≫の 4 つのサブカテゴリーより構成された。≪児の

ることができていた。一方で、成育日記に記載する児

成長を感じる≫は、日々の児の様子を記録に残し、い

の情報として「あとで副作用の話とか聞くとけっこう

つでも振り返ることができる手段があることで［児の

ショックだったりするので、成育日記に記録として残

成長記録を残すことができる］
［児の成長を振り返る

してもらえたら」というように、育児情報だけでなく

ことができる］
［児が健康であることを知ることがで

「治療や内服薬についての説明」に関する記載を希望

きる］と感じ、より児の成長を感じることができてい

する声が聞かれた。≪退院後の育児に活用できる情報

た。≪自責の念が緩和できる≫は、
「本来だったら生

を得ることができる≫は、「泣いているときにまずオ

まれてすぐに一緒にいられるはずが申し訳ない」「か

ムツ替えて、でミルクあげて、うちの子の場合は 30

わいそう」というように自責の念を抱いていたことが

分くらい抱っこが必要ですって書いてあって。それで

わかったが、
「毎日どれくらい飲んでこれくらい大き

また泣いたらミルク足してあげてくださいみたいなこ

くなってるんだ」と成育日記で児の様子を知り、児の

とが書いてあったので、なんか教科書貰ったみたいな

成長や児を身近に感じることで［小さく産んでしまっ

感じ」というように、児のなだめ方やミルクの足し方

たことへの罪悪感を軽減できる］と感じていた。また、

等、児の特徴を踏まえて記載することで「泣いている

「小さいからこそ、体重が毎日気になっていて」とい

児をあやすポイント」がわかり、［児に合わせた育児

うように、
日々の体重の変化等の［小さく産んでしまっ

を知ることができる］［今後の育児の参考にすること

たからこそ気になる内容を知ることができる］ことで

ができる］と感じていた。

不安を軽減でき、自責の念を緩和することができてい
た。≪気持ちを吐き出すことができる≫は、
「どうし
ようもなく吐き出したかったので、正体も知られず吐
き出せる、誰かに聞いてもらえる場所」「専門の方に、

Ⅵ．考察
1．看護師との信頼関係を築くきっかけとなる

プロに聞いていただけたので良かったです」というよ

今回の調査で、「担当の看護師さんとやりとりでき

うに［疑問を聞いてもらえる］
［専門家に話を聞いて

るということが、意味があるかなって感じだった」と

もらえる］場所があることで、何気ない疑問でも相談

いうように、成育日記は母親と担当看護師とのやり取

することができ、
気持ちを吐き出すことができていた。

りができる場所となっているとの意見が多く挙がっ

≪面会に来るきっかけができる≫は、
「頂いているメッ

た。看護師は不規則勤務であり、母親が毎日面会に来

セージが楽しみだった」
「行ったら必ず見るっていう

ても時間や勤務の都合上、担当看護師に必ず会えるわ
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2．育児に対して前向きな気持ちになる

会は限られている。しかし、成育日記を通して母親と

久保田 5） は「出生直後から NICU に入院となる早

担当看護師がいつでも話ができる場を提供できていた

産児の母親は、母子分離を余儀なくされるだけでなく、

のではないかと考える。また、多田

3）

は、
「親の考え

思い描いた出産とは異なった出発によって否定的な感

や心配事がわかって担当者が対応出来るとともに、家

情を持つといわれている」と述べている。今回のイン

族はノートを通して児の状態や受け持ち看護師が児に

タビューの中でも、「本来だったら生まれてすぐに一

注いでいる愛情を知ることが出来る利点がある」と述

緒にいられるはずが申し訳ない」「かわいそう」とい

べている。
「担当の方が、言葉を尽くしていろいろ書

う発言が聞かれた。また、「小さいからこそ、体重が

いてくださると嬉しい、こういう風に思ってくれてい

毎日気になっていて」というように、研究対象である

ることがありがたい」というように、担当看護師が児

母親全員が、知りたい情報として体重を挙げており、

の様子を伝えることや写真や手型・足型等工夫した成

児を小さく産んでしまったことへの自責の念を抱いて

育日記を作成することで、担当看護師の児への思いを

いたことがわかった。しかし、成育日記にて日々の体

知り、児を大切にしてもらえていると感じていた。

重や哺乳量の変化などを伝えることで、「毎日どれく

新生児集中治療室に入院となった児の母親につい
て、
山岡ら

4）

は「
“誰かに思いを分かってもらいたかっ

た”とそれを表出する場を求めていた」と述べている。
「小さく生まれた子どもを持つ友達っていうのがいな

らい飲んでこれくらい大きくなってるんだ」とあるよ
うに児の成長を感じることができ、小さく産んでし
まったという自責の念を緩和できていたのではないか
と考える。

くて、持っている不安っていうのを話してもわからな

大田ら 6）は、「交換日記という媒体を自分の思いを

いだろうっていう前提で、特に話してなかった」とい

言語化する場として利用することができ、両親にとっ

うように、早産児を産んだ母親は、自分と同じ状況で

て不安の解消や気持ちの整理に役立ったと考える」と

同じ思いを抱く母親が近くにいることが少なく、孤独

述べている。「どうしようもなく吐き出したかったの

感を感じやすい。多田

3）

は「NICU の看護師が全体と

で、正体も知られず吐き出せる、誰かに聞いてもらえ

して援助することも必要であるが、個人的に信頼して

る場所」というように、成育日記に母親の気持ちを吐

相談できる医師や看護師が特定されていることは、父

き出すことで気持ちの整理をすることができていた。

母にとって大変心強い」
「医師に相談することを遠慮

また、「専門の方に、プロに聞いていただけたので良

するような小さな問題でも、自分の子どもをよく知っ

かったです」というように、専門家に話を聞いてもら

ていてくれる看護師は相談しやすいということもあ

い、必要時には適確なアドバイスがもらえることで安

る」と述べており、
「全部ここで吐き出して。別に深

心感を得ることにつながったのではないかと考える。

い答えをしてくださらなくても、ちょっと触れても

また、「頂いているメッセージが楽しみだった」「行っ

らっているだけでガス抜きできたっていうのが、本当

たら必ず見るっていう感じでしたね」というように、

に助けてもらったノートだった」というように、成育

成育日記を読むことが面会時の楽しみとなり、面会に

日記を通して児のことを知っている看護師に話を聞い

来るきっかけの一つになっていた。

てもらうことで気持ちを表出でき、頼れる存在が身近

塩崎ら 7）は、「面会ノートは児の成長や様子がわか

にいると感じることで安心感を得ることができたので

り、母と児の愛着形成をつながるものである」と述べ

はないかと考える。

ている。「考察１」で述べたように、成育日記を通し

成育日記は、母親の気持ちに寄り添い共感すること

て母親と看護師との信頼関係が構築されることで、母

だけでなく、母親が児に愛情を注ぎ大切にするように

親は気持ちを溜め込まずに吐き出しやすくなり、気持

看護師が児を大切にしてくれていると母親が感じるこ

ちの整理をすることができていた。それにより、今後

とで、信頼関係を築くきっかけへとつながっていたの

の育児に対し前向きになることができ、母子の絆を深

ではないかと考える。

め愛着形成を促すことにつながっていたのではないか
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成育日記導入時、統一された説明はされておらず、そ

と考える。

の日の担当看護師が各々の言葉で説明をしている。
「あ
3．育児への自信につながる手段の一つとなる

とで副作用の話とか聞くとけっこうショックだったり

退院後に役立った内容について、
「泣いているとき

するので、成育日記に記録として残してもらえたら」

にまずオムツ替えて、でミルクあげて、うちの子の場

というように、母親と看護師との間で成育日記の使用

合は 30 分くらい抱っこが必要ですって書いてあって。

方法についての認識が異なることで、母親へ精神的ス

それでまた泣いたらミルク足してあげてくださいみた

トレスを与えていた可能性があるのではないかと考え

いなことが書いてあったので、なんか教科書貰ったみ

る。そのため、今後成育日記導入時には母親に成育日

たいな感じ」というように、児を寝かしつける方法や

記の目的について説明を行い、母親と看護師が共通の

ミルクの足し方等、その児の特徴を踏まえた説明を行

認識の下で成育日記を使用していく必要があるのでは

うことで、退院後の生活をイメージする手段となって

ないかと考える。また、看護師が成育日記の目的や使

いた。また、記載してほしい内容としても、
「泣いて

用方法について再度認識することで、母親へも統一し

いる児をあやすポイント」という意見があり、母親の

た説明ができるのではないかと考える。

知りたい情報の一つとなっているといえる。少弐ら

8）

は、「NICU 入院という母子分離状態では、児の 24 時
間の生活リズムや児が見せる行動の意味を母親が理解

Ⅶ．結論

するためのサポートが重要である」
「母親が面会に来

成育日記には、母親として自分が知らない児の様子

ることのできない夜間の泣き、哺乳、睡眠、抱っこ、

や退院後の育児に活用できる情報が記載されている。

排泄の状況を記録に残すことで、入院中から退院まで

このことは、母親が今後の育児への自信を得ることに

の児の状態を母親が把握できるようになったと考えら

つながっている。また、看護師が成育日記を通して母

れる」と述べている。早産・低出生体重児を出産した

親の気持ちに寄り添い共感することで信頼関係を築く

母親は、出生後から退院までの間、面会時間のみでし

きっかけとなっている。信頼関係を築くことにより母

か児を知る機会がない。また、B 病棟では面会時間は

親が思いを表出しやすくなり、気持ちの整理ができ、

13 時から 20 時と限られた時間となっている。そのた

前向きな気持ちになることができている。前向きな気

め、成育日記を通してわが子を知るということはより

持ちになることは、母子の絆を深め愛着形成を促すこ

重要なことであり、母親の知らない児の様子を知るこ

とにつながっていくと考える。以上から、B 病棟の成

とや退院後の育児に活用できる情報を知ることは、今

育日記は、母子関係の構築や母親と看護師の信頼関係

後の育児への自信につながる手段の一つとなったので

の構築において重要な役割を担っている。

はないかと考える。

成育日記を使用する際は、看護師間で使用方法を統

成育日記は母親が知りたいと思う情報を知る手段で
あるが、母親が知りたいと思う情報の中に「治療や内服

一し、母親に成育日記の目的を説明し認識の統一する
ことで、より効果的な活用につながると考える。

9）

薬についての説明」という意見が挙がった。千田ら は、
「面会ノートの目的を両親にきちんと伝え、面会ノー
トの効果的な活用につなげていく必要がある」
、大田

Ⅷ．本研究の限界と今後の課題

ら 6）は、
「交換日記は両親の児に対する思いや心理状

今回の研究では、インタビューの対象が 3 例と少な

態を理解する一つの方法であり、そのあり方の検討と

かった。研究の信頼性を上げるためには対象者数を増

認識の統一が必要である」と述べている。治療や内服

やし、より多くのデータを分析する必要がある。また、

薬についての説明は、本来医師や看護師から直接両親

今後は母親と看護師が統一した認識の下で成育日記を

へ説明するものであり、この種の説明をすることは B

使用することや、成育日記の使用方法を検討していく

病棟の成育日記の目的とは逸脱している。B 病棟では

必要があるのではないかと考える。
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