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先天性四肢障害児の母親への告知とその後の

　　　　　　支援に関する研究（第1報）

一母親の心理的反応に着目して一

白　神　晃　子

〔論文要旨〕

　先天性四肢障害児の母親6名を対象とした面接調査により，児の障害の告知を受けた母親が告知後に経験した心

理反応およびその心理反応に影響を与えた要因が明らかになった。分析の結果，ネガティブな側面（拒否，不安，

孤独など），ポジティブな側面（受容的反応），両価的な感情による葛藤の側面，母親の悲嘆を強めた家族の反応，

悲嘆を緩和させた資源の5つのカテゴリーを含む仮説的なモデルが生成された。家族の否定的な反応に対処するこ

と，児との接触を促すこと，有効な人的資源を紹介すること，同様の障害のある児の存在を伝えることが，母親へ

の支援につながる可能性が示唆された。

Key　words：先天性四肢障害，母親，障害受容，心理反応，修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチ

1．はじめに

　先天性の可視的な障害が出生時に発見された場合，

母親は子どもとの対面時あるいはその直前に障害を知

らされることになる。その際母親には強いショック

を伴う反応がみられることが多い。

　障害児の家族に対しては，障害の告知直後から継続

して精神的ケアを行う必要性が指摘されてきた。専門

機関が家族への援助を行う場合，障害児の親がたどる

経過の中でも，初期への介入の重要性が指摘されてい

る。適応初期は，親のサポートニーズが最も高く，さ

らにこの時期の家族適応の良否が，その後の経過に

大きく影響するからである1）。初期の家族への適切な

フォローアップの方法を探るためには，実際にそれを

経験した家族の反応を分析することが有効である。

　障害を告知された親の反応や心理的な変容過程は，

子どもの障害の種類や程度によって異なることが指摘

されている2～4）。障害児の親を対象とした研究は蓄積

されてきてはいるが，先天奇形を対象としたものは少

ない。加えて，先天奇形の場合でも，障害の種類によっ

て母親の反応は異なっており，臨床上有用な示唆を得

るために，先天奇形の特性別のモデルを提供する必要

性が指摘されている5）。そこで本研究では，先天奇形

の中でも，詳細な親の反応モデルが示されていない先

天性四肢障害を対象とする。

　先天性四肢障害とは，生まれつき四肢に欠損，形成

不全，癒着，変形などが見られる障害の総称である。

先天性四肢障害は外表性障害であり，生後すぐに診断

されることが多いが，治療は早期に開始されないケー

スも多く6），治療そのものが不要な場合もある。いく

つかの先天奇形のうち先天性四肢障害には，根治療法

がなく療育によって能力を向上させるという特性があ

る5）。

　先天奇形児の親の反応を説明する際には，Drotar
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ら7）によるモデルが最も広く用いられてきた。しかし，

日本の社会には，古くから子どもの奇形を忌避する文

化があり8），「健康な子ども」の代名詞として「五体

満足」の言葉が使われることもある9）。先天性四肢障

害のある子どもを産んだ母親は，こうした文化的な圧

力によって大きく影響を受ける可能性がある10・11）。

皿．目 的

　本研究では，先天性四肢障害児の母親への専門職に

よる支援方法の示唆を得るため，子どもと母親の関係

形成初期における母親の心理反応，およびその心理反

応に影響を与えた要因を詳細に分析し，仮説的なモデ

ルを生成する。

皿．研究方法

1．対　象

　先天性四肢障害に関する親の自助グループに所属し

ている母親のうち，同意が得られた6名に直接研究協

力の依頼をした。

　対象者およびその障害のある子どもの属性を表1に

示した。子どもの診断名は末端低形成症，裂手裂足，

ポーランド症候群，大腿骨腓骨尺骨症候群である。こ

れらの障害は，困難の社会的側面が似ていることから，

先天性四肢障害と総称されている。本研究の対象者の

障害はすべて出産後に発見されており，家族内に同様

の障害をもつ者はいなかった。

2．データ収集方法

　対象者の自宅またはプライバシーが確保できる静

かな場所で，1対1の半構造化面接を行った。妊娠時

を導入として，出産・告知時の状況やその後の出来事，

その際の心理的状態や変化，周囲の人々の様子を自由

連想的に語ってもらった。面接者は，語りが途切れた

とき，もしくは事実関係を整理する必要のある場合の

み言葉かけをした。

　調査期間は2004年9月～11月，面接時間は1人あた

り1～2時間であった。面接の内容は，同意を得て録

音し，面接後に逐語録を作成した。

3．分析手順

　面接により得られたデータは，本研究の目的に鑑み，

修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチ（Modi－

fied　Grounded　Theory　Approach；以下，　M－GTA）12）

を参考に分析を行った。M－GTAはヒューマンサービ

ス領域での実践的応用を視野に入れた方法論であり，

複雑な現象のプロセスや社会的相互作用を明らかにす

るのに適していると考えられた。

　逐語録の中から，母親の感情や思考，それらに影響

を与えた状況や周囲からの影響についての語りの部分

を抽出し，概念を生成した。生成した概念には，適宜

類似した語りを追加していった。概念を抽出していく

段階で，概念名，その概念を説明する定義，語りの具

体例や概念についてのメモを記入した分析ワークシー

トを作成した。さらに概念同士の関係を検討し，概念

にまとまりがみられた場合は上位概念およびカテゴ

リーにまとめ，概念およびカテゴリーの関係を説明す

るため図式化を行った。分析の結果については，心理

学を専攻する大学院生および研究者が妥当性の検討を

行った。

　なお，本研究では，告知による母親への影響を検討

するため，出産した病院との関わりのある期間（おお

むね生後1か月まで）を適応の初期とした。

4．倫理的配慮

　事前に調査の趣旨を説明し，調査協力の意思がある

ことを確認したうえで，書面を用いて調査の目的と内

容，倫理的配慮について説明を行った。さらに面接調

査が行われる前に，再度書面を用いてインフォームド

表1　対象者および障害のある子どもの属性

A B c D E F

　出産時の年齢

子どもの年齢（歳）

　子どもの性別

出生順

手帳等級

30代

16

男

第1子

3級

30代

11

男

第2子

3級

30代

10

女

第1子

4級

20代

8

女

第1子

1級

20代

21

男

第1子

3級

　30代

　　13

　　女

　第3子
（第2子死産）

　　4級
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コンセントを行った。その際対象者には，面接の中止

および協力の辞退はいつでもできること，収集された

内容はプライバシーに十分配慮したうえで研究目的の

みに使用されることなどを説明した。

】V．結果と考察

　結果と考察を述べるにあたって，カテゴリーを【】，

上位概念を〈〉，概念を下線面接で語られた具体

例を［一体］で示した。なお，母親の語りはできるだ

けそのままの形で挿入したが，わかりにくい箇所は

（）内で補足し，直接関係のない部分は…で中略した。

　分析の結果，20の概念および3つの上位概念が抽出

された。母親の感情や思考を示す概念とそれらに影響

を与えた概念は，5つのカテゴリーにまとめられた。

母親の感情や思考についてのカテゴリーとして，【ネ

ガティブな側面（拒否，不安，孤独など）】，【ポジティ

ブな側面（受容的反応）】，アンビバレントな反応を示

す【葛藤の側面】の3つ，母親の感情や思考への影響

要因として【母親の悲嘆を強めた家族の反応】，【悲嘆

を緩和させた資源】の2つであった。生成された概念

および上位概念，カテゴリーの関係を図1に示した。

　以下，図1中の上位概念またはカテゴリーのまとま

りごとに，個々の概念について説明する。

1．【ネガティブな側面（拒否，不安，孤独など）】

a．奇形というインパクト

　医療者や家族から説明を受けた母親は，同様の障害

を持つ人を見たことがないために説明が飲み込めず混

乱したり，障害を目にして子どもを拒否したり，恐怖

を抱いたりしていた。障害児であるということに加え，

奇形という障害のインパクトが子どもに対する母親の

ネガティブな反応を強めていた。また，それまで母親

が持っていた外表奇形に対するネガティブな認識も，

こうした反応に反映されると考えられた。

　例［一弄が凌いって；螺〃グ言っでる、るだ励〃う，かんま

い］，［欝病6窃宏塗ガゴ・・糎をめぐって据ゼてぐカノを雄に

賦　やつ届ム劒舩ま’る血ρグわっと，蟹っで］，［本当

〆ご窟ヂ≠ち、悪「いって一いうノかタ本三当ヂのごと言って一乙ま㌧之

ぱ9］

b．原因へめ疑問

　子どもの障害を知った母親からは［なんで］，［どう

乙で］という言葉が頻繁に語られていた。このような

原因への疑問は，自分が選ばれたという感覚や自責感

を強めていた。

　例［なんでなぐなつちゃうん，だろうって集えでみ

で6hV）、るない、るだγノど　え一安んでだ㌧ろう，勿でう

ちの子だγナ／Xいんだ～ろうっτ］

灘
，騰

〈上位概念〉 　　　　一→概念への影響…　概念
　　　　　→カテゴリーへの影響

図1　告知後における先天性障害児の母親の反応および影響要因
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　例［≠とノか拶と，か胆汁乙冶子ど6の嘉ぱ，やつぱ。ク

どう乙でどう乙でっでナごぐ事えると，蛋うのカ，z37EY

を。最初のうちぱ。…お渡ンeきいとき遊園地かっで

ナこの激乙いカ，，棄ク物／ご乗＝っノをノかちノかま、とノかカ。い

ろいろ考『2T］

c．〈障害を受け容れられない気持ち〉

　母親たちは，［できるごとなら6ラ1画お疲〆ご戻乙

で艦をやク直乙たい］のように子どもをもう一度

産み直し，健常な子どもにしたいという気持ち（産み

直し欲求）を抱いていた。同様に［今のθ本の願の

戎彷っfすごい差んでるノから，謝ごん凌拶で6カ，

5本拶〆ごまるんだとかっτ倉だ迷んで］のように手術

や医学の進歩によって障害を取り除き，障害のない子

どもになるかもしれないという医療による健常化の期

待を抱いていた。

　また，病院などの人の多い場所や，知人の多い近所

で［）好クのノてば幻て溜ラ，だ㌧ろうとか　ぞ九が6ラー番

嫉だっノをクτレ｝ラか　痂いっτいうノか凌一。で凌んつか

甥）かノzヵらどう乙ようかとガ・］といったように周囲を

意識し，子どもの障害を知られることへの抵抗を感

じて子どもの障害を隠そうとする行動をとっていた。

［ピ〈テニと“6をノ表〆ご∠［ノe／xti）っ、をク］，［（」弄をノごう　（9

分の診き0下／こソ撲ん・だク］，［至るべぐ売1盆ない彦崎

て罵ノ汐レ｝ノ色ク］，　［喫ン帰ク牙てrl断のノ《．ガ∫芙るとノニノ轡

〆こ∠：がっτいっノを］というように，母親の苦悩の様子

が読み取れた。

　こうした母親の〈障害を受け容れられない気持ち〉

は，奇形というインパクトによって他者のネガティブ

な反応が引き起こされることを不安回するのと同時

に，それが母親自身に向けられることを何らかの方法

で避けようとしていた。

d．〈子どもに向かう気持ち〉

　原因について思いめぐらす中で，母親は子どもに対

して［私6ク茸庄ノか乙ちって；伽・悪いごと乙たか乙ら］

と自責感に苛まれるようになっていた。これは，母親

が子どもを［私の彦を遍乙で私；が推つたみたレ、凌唇

営］を持っていることが1つの原因と考えられ，障害

の原因や子どもの将来について言及した際に共起しや

すい感情であった。

　特に告知直後の母親は，障害の一般的な発生原因を

追及しようとするよりは，過去の自身の行動を思い返

して，子どもの障害の原因と関連付け，さらに自責感

を強めていた。しかし，母親が原因と関連付けていた

763

ような出来事は，どんな母親でも経験する可能性の高

いものであった。

　同様に，親としての意識がみられるものとして，［普

邊の子で6淳τるβ存ないのに　ま乙τや鷹割8あん

で淳でる葺喬まかクた］といったこれからの育児への

不安や，障害によってできないことや社会の差別，結

婚や仕事などでの困難を想像し，［この子ぱこソ乙ノかち

どう凌るんだろうクて一いう必醒］といった漠然とした

子どもの将来への不安を抱いていた。

e．〈孤立感〉

　母親は，同時期に生まれた「他の母親の子ども」と

自分の子どもを比べ，［勿でうちだγノr≠がジ凌レ・ん

だちラ］のように自分だけが障害児を産んだことへ不

条理を感じ，男児との比較による悲嘆を強めていた。

特に初期の母親は，健常な子どもとわが子を比較する

ことで，寂しさや辛さをいっそう強く感じていた。

　例［よその子と逸べる碓っτいうのぱ≠llかった，か凌。

…拶≠にぱ薪あ憂乙τ（ママV一クルの癸まクへ？

行＝っでンをグと；房ク（kO）ら6ラA“一ンみノをい凌］

　そして，子どもと自分をワンセットのものとして捉

え，［勿であたムがこの子の母護1なんだ㌧ろう，みノをレ・

／K9毎か琶が悪〉かクたか凌一と，か孝．之（／一一，か6乙虎願

い］のように障害児の母として自分が選ばれたとい

う感覚を抱いていた。一方で，次のように自分が選ば

れたという感覚を，前向きに捉えていたケースもあっ

た。

　例［この子ぱ誕〆ご6渡さ凌レリτレユラよう凌感びか

乙らカ。誰か，が淳でτぐださい1じゃまぐで；話か〆こ生

まノ乙揆ぐfke’っノを。よぐそ秘に　6ラあ凌ただっk

ら淳τ7弔い，わっでいう。まんノか謝：歪：ん，でんでナ〃と“

劇］

　さらに母親は，［こういラ子っτ勉〆ご6レ。るのか

／be一］と同じ障害を持つ子ども（ピァ）が存在すると

いう情報を強く求めるようになっていた。このような

ピアの存在欲求により，母親はさまざまな場面で他者

の手や足に注意が向くようになっていた。

　例［縦ノ膣〆ご庁つτ賦隣の子のべソみ“剥いで

あの子ぱ一ヂ，があるなと，か関・・9のつ6・ヂと；か炬児て一

ま乙ノをカ］

2．【母親の悲嘆を強めた家族の反応】

a、子どもの存在の否定

障害児の存在は，時に家族から否定されることも
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あった。家族から強い拒否の反応が明確に示される

ケースは稀であるが，実際に次のような例が語られた。

　例［うちの磯ぱ…ガラズ選乙で児た碓〆ご6，6ラ

ノかカいぐないとノかいろいろtrラtわtノよ。一夕が凌い子凌

んで一淳て一ちカなのとか養子／ご出乙τ乙まえばとか

養灘誕〆ご蘭グで乙まえとか脅、るなごとを言カカて；

と／こかぐβ7クで；か，わい，ガゴっでぐ虎るノしが諺6い凌いわ

dよ］

b．子どもの誕生を祝福できない家族

　子どもの存在が否定されないまでも，障害児の誕生

は家族や親戚に祝福されないケースも見られた。母親

は，家族から「おめでとう」という言葉をかけられな

かったことや，祝福していいのかどうかわからないと

いった発言に，敏感に反応していた。こうした家族の

反応に対して，母親は世代差によるという理由付けを

したり，家族との感覚のズレは仕方ないと諦めたりし

て，それを消化しようとしていた。

　例［SVu）ちゃんが菜た碓！ζ，びつぐク乙Z｝で乙よ

ラ。屍診だわノをカか、がっ、か久だわカカか　ぞういう

ごとをtrbl乙て；　ノどソあ一やつぱク」ξノ鍬さ㌧6ンんオぞ・う

いラ子ぱ残ン含っで君「うんだbで；逆κシヲソクだった

のカ］

c．家族の悲嘆

　自分よりも家族が強く悲嘆を感じている場合，その

様子に母親が【ネガティブな側面】を強めたり，［E

ぜるなつτ言うなら，6ラ易／κこっちかち皇『んて帽セし

でやる6んノかと潔っで］のように家族に反発を抱いた

りしていた。特に自分の両親が悲嘆を示している様子

には，後に母親自身が当時の両親の心情を分析して，

理解し納得しようとしていた。

　例［たぶ’ん慶，から，蛋えば鰭ぱ孫のことよク6，

そのフヒ変な孫1を淳でτかなきゃ凌ら呪いβ分の子ど6

ノが）かカレ｝ぞう，だっ寿ん，だ㌔と，蟹うん，だ泌カタβ分のチ：ど

甑がごん凌フヒ変凌不輝あ蛋いをさぜ’τ乙まつでっで；

磯ぱたぶ’ん辛かっノをんだ’、と，留ラ］，［今：．蛋うと，鵬

，がなノかな，か立ち直虎な，かっンをの賦　ぞうやつで凋クの

∠7を克！ご乙たク野羊ぎ〉色からだ泌ってり蛋うん，だγノ’ノzど

6，その当1厚ぱ本当7ごカ，葺分の翻ガf泣ぐっでナこの

カ，シヲソク／bC／しでナよ］

　家族の反応が母親の悲嘆を強めたことは語られた

が，一方で，家族内の状況について誰かに相談をした

り，何らかの積極的な方法を用いて解決に至ったとい

う語りは得られなかった。こうした子どもの誕生当時
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の家族の否定的な反応は，母親から見た家族との関係

に，長く影響を残していた。

　例［やつぱ。ク況／の沈居のノしをち，か凌っτいう降月

だ）かちぞ・虎ぱ茉だγごぞうですよ，揖いコξるごとぱでき

ない］

3．【ポジティブな側面（受容的反応）】

a．子どもへの愛情

　母親は，ネガティブな側面を多く経験する一方で，

子どもを抱いたり授乳をすることで，喜びを感じたり

子どもをかわいいと感じるようになり，子どもへの愛

情を語るようになっていた。母親によって子どもへの

愛情を感じ始める時期に差はあったが，全員が初期の

段階で言及していた。子どもとの初めての接触は，子

どもへの愛情を感じるようになるきっかけともなって

いた。

　例［その踏め野面乙たノ厚〆ごカ，子ど6，がヂャー

ギャーナごい声で重いでたんでナよ。一番元きいよう

／K声z3／vいでたのが私’ノが彪っご乙ノ亡とき！ご泣き老ん

だの。一鵬ZF，その厚！ご初アめで綬葱が湧卜いノをっτい

う，か。あ一勿めで凝嘉が突、亡っで，わ，かっでぐ虎ノをの，か

な一あんで。その厚捜7めて；，か，わいいなと君～えで］

b．育児への決意

　子どもとの初めての接触場面では，育児への決意が

語られることも多かった。ここでの決意は母親によっ

てさまざまであり，［菩でる該1！ご66ちちんいか凌い

し…淳でる乙ノかないよなあ］といった消極的なものや，

［が〉るぱ“っで淳で／beきゃ］と自身を奮い立たせるもの，

［淳でτみぜ，るって；似か6ラ6ク6クエネノレヂL，が

掃いて’］のように積極的なものが見られた。

c．ピアの存在を知った安心感

　母親は，「同様の障害を持つ子どもや同じ立場の母

親（以下，ピア）」が存在するという情報を得たり，

実際にピアと会うことでく孤立感〉が弱められていた。

ピアに関する情報は，主に医療者がこれまで出会った

同様の障害児や自助グループに関する情報であった。

それにより母親は［勿よクこの子だγノじゃ凌いんだ’っ

でいうの，がナごぐ」安・ご・乙τ］，［勇窺が〆ノら虎たっτい

う　V・X？o、あ一一凌ん；か炉覆7ガfレ。，るノt／e“thっで］　というよ

うに安心感を得ていた。一方で，ピアとの出会いによっ

て安心感と同時に，［オきい子を児でぐと，あ一やつ

んtoク∠i7＿王2つ！イ．だ≧含、あって一u・ラ。　赤ちゃ、イ／の，6学んち考協7で

原ノ乙feグ虎ど6，ちょっとやつぱク贋害孝凌ん，だあ，
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みたい凌］といった否定的な感情を抱いた母親もいた。

4．【悲嘆を緩和させた資源】

a．子どもとの接触

　子どもと初めて接触した場面では，喜びや葛藤など

の強い感情反応が表れ，子どもへの愛情や育児への決

意が語られた。しかし，告知後の母親が子どもとの対

面を躊躇している場合もあり，家族や医療者の後押し

によって子どもとの接触に至ったケースも見られた。

　例［あの碓の鋳ちぱ凌んだっノを’ろう．ナぐ児たい

と6．蛋汐凌かった、る、ぞkカ，不；蛋謎凌話。児るの，が筋

ノかっノをのノか6乙ノ乙奪いカ，二宅禦。窟，がっでいで6。だ

，から伽源〆こうξでぐ虎で／一身分6つ∠7で究でぐれぽいい

じゃん’，，か，わいいよノっで言，わカτ凌7めτ庁つたんだ’

から］

　適切な時期にできるだけ早く子どもとの接触場面を

設定することで，子どもを見ず知らずの障害児ではな

く，わが子として認識できるようになる可能性が示さ

れた。場合によっては，躊躇する母親に子どもとの接

触を促すことも有効であると示唆された。

b．クッション材

　クッション材とは，【ネガティブな側面】を弱め，【ポ

ジティブな側面】を強化する出来事や人的資源であっ

た。初期のクッション材としては，出産以前に同様の

障害を持つ親密な友人がいたこと，死産の経験出産

後の周囲の状況からより重大な事態を想定していたこ

となどが挙げられた。子どもの成長段階では，子ども

の成長を認識させてくれる人，わかり合える友人，障

害児を育てる母親との出会いなどがクッション材とし

ての役割を果たしていたことから，人的資源の重要性

が示唆された。

5．【葛藤の側面】

　母親は【ネガティブな側面】を示しながらも，【ポ

ジティブな側面】も経験していた。そのため，対極的

な感情が交錯してさまざまな葛藤が生まれ，母親自身

が［硬いん，だγノど　で6やつぱク鷹1宰〉があるっτい

うので　ごつちかったクあっち庁つたク］といった両

価的な感情による葛藤を認識していた。こうした葛藤

が最も強く現れるのは，子どもとの初めての接触場面

であった。【ネガティブな側面】が最も強く表れる初

期においても【葛藤の側面】が見られたことから，母

親の感情は，いずれの時期においても一面的でない可

765

能性が示唆された。

V．総合考察

1．生成された仮説モデル

　本研究では，先天性四肢障害児の母親における初期

の心理反応および影響要因に関する仮説モデルが生成

された（図1）。

　子どもの障害を告知された母親は，さまざまな【ネ

ガティブな側面】を経験していた。【ネガティブな側面】

としては，混乱・恐怖・拒否を伴う奇形というインパ

クトへの反応，原因への疑問，子どものく障害を受け

容れられない気持ち〉，不安や自責感などのく子ども

に向かう気持ち〉，〈孤立感〉が見られた。これらの反

応は相互に影響を及ぼし合っていた。

　初期の母親は，周囲のネガティブな働きかけ，特に

【母親の悲嘆を強めた家族の反応】によって【ネガティ

ブな側面】を強めていた。

　一方で，母親は【ポジティブな側面】も経験するため，

これらの対極的な感情が交錯し，【葛藤の側面】が生

じていた。こうした葛藤が最も強く現れたのは，子ど

もとの初めての接触場面であった。

　母親が経験した【ポジティブな側面】は，子どもへ

の愛情，育児への決意　ピアの存在を知った安心感で

あった。母親によっては【ポジティブな側面】を強め，

【ネガティブな側面】を弱める【悲嘆を緩和させた資源】

を多く得ていた。子どもとの接触は，子どもへの愛情

や育児への決意を引き出していた。また，出産前から

先天性四肢障害児を持つことに対するクッション材と

なり得る経験をしている場合は，告知直後の【ネガティ

ブな側面】が極めて少なく，告知からしばらく経過し

た後に【ネガティブな側面】が増加する傾向が見られ

た。

2．支援のための示唆

i．先天性四肢障害ゆえの困難

　子どもを出産した直後の母親が，医療者に最初に投

げかける言葉のひとつに「五体満足ですか？」という

質問がある。「五体満足」という言葉は，広義には「健

康な子ども」という意味をもつが，狭義には五本の指

がそろっている状態を含意している。また，赤ちゃん

のかわいらしさを表現するために「紅葉のような手」

という言葉が使われることもある。こうした表現は，

端的に日本の子どもへの価値観や期待を表していると
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いえる。

　本研究で取り上げた先天性四肢障害児は，これらの

日常的に用いられる表現には適わない外見的特徴を

もって生まれてくる。ここに，日本における先天性四

肢障害児の家族がもつ，特有の困難さがあると考えら

れる。こうした文化的な価値観が家族に与える影響も

踏まえつつ，支援を提供することが望ましい。

ii．家族の否定的な反応への対応

　子どもの誕生からしばらくは，母親は一般的に人間

関係を制限し，家族との関わりが密になる時期である。

子どもが障害を持って生まれた場合，それまでの社会

的な人間関係はさらに制限されることが多い。そのた

め，母親を取り巻く家族が子どもの誕生を否定的に捉

えている場合，初期の母親は家族の悲嘆や非難により

多く晒されることとなる。母親の家族が子どもの誕生

を前向きに捉え，祝福できるよう支援すること，さら

には母親を支え，勇気づける存在となるよう方向付け

ることなどが，母親への間接的な支援につながる可能

性が示唆された。

　また，【母親の悲嘆を強めた家族の反応】に対して，

家族が否定的な反応を示す理由を母親自身が分析する

ことによって家族の心情を理解しようとする様子も明

らかになった。このように母親は，家族の心情を推し

量ることで，家族からの非共感的な反応に耐えうる力

がある。援助者が否定的な家族の反応を変容させるこ

とが難しい場合，こうした母親の意識をエンパワメン

トすることによって，家族関係の安定化を目指すこと

が現実的な対応となるだろう。一方で，母親が家族内

で困難な状況に置かれている場合，当事者である母親

から家族内の問題が自発的に表明されることは多くな

いと推察される。障害児の誕生にともなう家族内の困

難について，母親が相談する機会を提供することが必

要であろう。こうした障害児の出生に伴う家族内の問

題はこれまで置き去りにされてきたが，場合によって

は家族関係の調整のための積極的な介入が必要かもし

れない。

iii．母親の悲嘆を和らげるための支援

　先天奇形児の両親へのケアに関する研究や報告13）で

論じられているように，本研究においても，子どもと

の早期の接触の重要性が確認された。子どもとの接触

は，告知によって悲嘆にくれる母親が，子どもを受け

容れ，親としての感覚を得る重要なきっかけとなって

いた。母親が子どもとの接触を躊躇している場合には，
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授乳や抱きを促すことで，告知後の母親の悲嘆を緩和

する可能性が示唆された。

　一方で，子どもの障害を実際に目にして，否定的な

感情を強めるケースもあるだろう。母親が初めて子ど

もと接した際には，母親の様子をよく観察し，フォロー

アップを行う必要がある。

　母親の悲嘆を和らげた資源のうち，告知後問もない

時期に得られるものとしては，人的資源が有効であっ

た。こうした人的資源と母親とをつなぐための支援も

有効であろう。今回挙げられた人的資源は個別性が強

かったため，どのような人的資源が有効に機能するの

か，さらに研究を進める必要がある。

　また，概して母親は告知直後からピアが存在すると

いう情報を求めており，ピアの存在を知ることで安心

感を得ていた。ピアの存在は母親の悲嘆を和らげるだ

けでなく，その後の育児への見通しを立てるために重

要である。できるだけ早い時期に，1人であっても同

様の障害児がいるという情報を提供することが，効果

的な支援につながると考えられる。そのためにも，出

産を扱う医療機関が，障害児の自助団体に関する情報

や専門医に関する情報をすぐに入手できるようなシス

テムが求められる。

　本研究より，以下の5点が母親への有効な支援につ

ながると示唆された。

1．母親の家族の否定的な反応に対処する。

2．母親の家族が子どもの誕生を前向きに捉えられる

　よう支援する。

3．子どもとの接触（抱きや授乳）を促す。

4．有効な人的資源と母親とをつなぐ。

5．同様の障害のある子どもの存在を伝える。

3．本研究の限界と今後の課題

　本研究の対象人数は6名と少数であった。ここで示

されたのは，子どもの障害を告知された母親の反応や

影響要因の可能性であり，個人差を排除したモデルで

ある。親の反応には個人差があり，この結果をすべて

の親に適応することはできない。本研究においても，

ネガティブな反応をほとんど示さなかった対象者もい

た。支援のための有効性をもったモデルにするために

は，親の反応を類型的に検討していく必要がある。本

研究は仮説生成のために過去の出来事について面接法

による質的なアプローチで行われたが，今後はこの研

究成果をもとに，対象人数を増やして質問紙調査など
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による量的なアプローチを行うことが考えられる。さ

らに，過去の記憶は時間とともに変容し，障害に対す

る考え方や提供される医療は時代とともに変化してい

くため，「いまここで」起きている現象を明らかにし

ていくことも必要であろう。

　また，医療者が母親に与えた影響については検討し

なかった。医療者が親に与える影響は大きいことが指

摘されており，これについては続報で論ずる。

　本研究では，母親のみを対象に取り上げた。今後は，

母親と同様に支援が求められる父親を対象とすること

や，子どもの発達過程における親の反応を検討するこ

とが必要である。

　これまで先天性四肢障害は，研究の対象としてほと

んど取り上げられてこなかった。その理由としては，

医療や療育の場を必要としないケースも多いために，

専門家が先天性四肢障害児と接触する経験が他の障害

と比べて少ないこと，「先天性四肢障害」が疾患名と

しては用いられていない障害のまとまりを表す名称で

あり，枠組みがあいまいであること，などが考えられ

る。しかし，上述のように文化的な価値観が家族へ大

きな影響を与え，特有の困難を抱えている先天性四肢

障害児とその家族に，今後さらなる関心が向けられる

べきであろう。同時に，先天性四肢障害と他の先天異

常，ユニークフェイスなどの外表性の特徴異なる困

難さをもつ発達障害などの子どもを持つ家族との比較

研究が必要である。
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（Summery）

　Based　on　an　interview　of　six　mothers　of　children　with

congenital　limb　malformations，　the　present　study　exam－

ined　psychological　reactions　of　the　mothers　when　told

the　anomaly　first　and　the　factor　affecting　them．

　Data　were　qualitatively　analyzed　with　the　Modified

Grounded　Theory　Approach，　and　a　hypothetical　model

was　generated　with　the　following　5　important　catego－

ries：negative　side　（denial，　anxiety，　isolation，　etc），　posi－

tive　side　（acceptance）　，　ambivalence，　families’　reactions

to　increase　the　mother’s　grief，　and　resources　to　alleviate
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the　grief．

　　It　is　suggested　that　the　mothers　are　supported　by　car－

ing　for　the　negative　reaction　of　her　family，　promoting

contact　with　the　newborn，　introducing　helpful　personal

resources，　and　announcing　a　presence　of　children　with　a

similar　obstacle　．

（Key　words）

congenital　limb　malfortnations，　mothers，　acceptance　of

disability，　psychological　reactions，　modified　grounded

theory　approach
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