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論文要 旨
l

瞼文題目 重度心身障がい児をもつ日本の父親の養育経験のプロセス

氏 名長谷川珠代

要 旨
I

高度な医療ニーズを有する知的や身体に重篤な障がいを有する児 (PIMD児）は、絶えず

生存の危機にあり、その成長する過程を予測することは難しい状況にある。先行研究では、

そのような児を養育する親が大きな心理的および社会的負担があることを明らかにされてい

るが、日本の父親に関する研究は未だ少ない。

そこで本研究は、未就学期にある PIMD児の日本の父親が、児が生まれてから今に至る

までに、児の養育において苦悩や決断など、どのような経験をしてきたか明らかにすること

を目的とした。そして、父親の養育経験に対する深い理解から、看護職がより効果的な支援

を行うための手立てを検討した。

研究協力への同意が得られた 8名の父親に半構造的面接を実施し、修正版グラウンデッド

セオリーアプローチを用いて分析した。その結果、 28の概念と 4つのカテゴリー； (i) 

児生存への危機感と情報からの置き去り感、 (ii)在宅療蓑継続への醤闘、 (iii)養育技術

の獲得と協働、 (iv)児の諒い成長への呼応、が生成された。父親は、出生直後から入院中

に［児生存への危機感と情報からの置き去り感】を経験し、自宅で行う医療ケアに不安を抱

きながらも仕事や環境を調整するなど、児が家族とともに生活するための【在宅療養継続へ

の留闘】をしていた。父親は児と生活する経験の積み重ねを通して、妻への気遣いや妻の

養育技術を真似ることで【養育技術の獲得と協働】をする体制をとっていた。そのなかで児

の成長に気づき、 【児の尊い成長への呼応】をするように児と活動する範囲を広げ、 PIMD

児の親として生きることの意義を見出していた。

これらの知見より、 PIMD児の入院中および在宅療養生活において、医療従事者は父親を

PIMD児の親として尊重した情報提供やケア提供者としての支援が求められていることが明

らかとなった。
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Abstract 

Children with severe or profound intellectual and multiple disabilities (PIMD), who have 
high medical care needs, are under constant pressure of survival and their growth 
processes are difficult to predict. Although research has shown significant psychological 
and social burden on parents taking care of such children, research on Japanese fathers 
has been scarce. 
This study aimed to clarify the suffering and judgment of Japanese fathers following the 

birth of a PIMD child and describe their experiences living with a preschool PIMD child. 
We also discussed the effect of nursing support on maintaining the dignity of fathers by 
deeply understanding the nurture experience. 
Verbatim records of semi-structured interviews conducted with eight fathers were 

analyzed based on the Modified Grounded Theory Approach.'l¥venty・eight concepts were 
generated along with the following four categories: (i) fear for the child's life and a feeling 
of being left out of information sharing, (ii) struggle to continue home care, (iii) acquisition 
of nursing skills and collaboration with wife, and (iv) response to the child's precious 
growth. 
Father experienced [ fear for the child's life and a feeling of being left out of information 

sharing ] during hospitalization after PIMD child birth. Because of the PIMD child 
continue to live with their family, he adjusted the work and the environment while feeling 
uneasy about the medical care conducted at home; [struggle to continue home care] . 
Through the accumulation of experiences of living with the PIMD child, father got 
caregiving skills by mimicking wife's ways and taken a system to [acquisition of nursing 
skills and collaboration with wife] . Among them, he noticed the growth of the child, 
expanded the range of activities with the PIMD child ;[ response to the child's precious 
growth], and found the significance of living as a parent of a PIMD child. 
These findings highlight the relationship between fathers of PIMD children and 

healthcare workers, who can provide support for fathers as dignified caregivers. 


