
 

 

要 約（和文） 

 

１．緒言  

 子どもと母親のコミュニケーションは、親子のシステムのなかで変化し続けるダイナミックな側

面をもち、子どもと母親の特性、経験とその意味、そして周囲の人々や環境と影響し合う、親子ご

とにユニークなものである。子どもと母親のコミュニケーションには、そのコミュニケーションを

共に体験することによって理解できる情動的なメッセージやコミュニケーションに生じる関係性

までが含まれている。親子が自分たちのコミュニケーションに丁寧に向き合う場として療育教室が

あり、コミュニケーションの困難さを抱え療育教室に通う親子と関連の深いものに自閉症スペクト

ラム障がい（Autism Spectrum Disorder. 以下、ASDとする）がある。ASDのある子どもと母親

のコミュニケーションは、多くの学問領域において研究されてきたが、看護学における研究上の課

題として、子どもと母親の双方を視野に入れ、子どもと母親のあいだに生じる意味や関係性の変化

を検討すること、親子のコミュニケーションのコンテクストまでを含めること、診断の有無にかか

わらず子どもと母親が抱える生活上の困難さに注目すること、日常生活における子どもと母親のコ

ミュニケーションに焦点をあてることが挙げられる。 

本論文では、子どもと母親そして研究者との対話のなかで、親子のコミュニケーションの意味や

関係性がつくられていく“動き”として、療育教室に通う親子のコミュニケーションを理解するこ

とに取り組み、親子への対話を通した看護活動を検討する。 

 

２．研究目的 

 本研究の目的は、①子どもと母親そして研究者との対話のなかで、親子のコミュニケーションに

生じる関係性や意味がつくられていく“動き”を中心に、療育教室に通う親子のコミュニケーショ

ンを詳細に記述すること、②療育教室に通う親子のコミュニケーションについて、対話を通した看

護活動における理解の仕方とその意義を示し示唆を得ることである。 

 

３．研究方法 

 本研究は、その目的から質的記述的研究であり、親子のコミュニケーションの“動き”を記述す

るという面において探索的な側面をもつ。本研究では、相互作用である対話そのものが探究の対象

であるため、社会構成主義の立場に立ち、語りと物語を連続的なものとして扱うナラティヴに依拠

する。 

 データ収集は、参与観察とナラティヴ・インタビューを用いたフィールドワークにより行った。

データの分析では、親子のコミュニケーションのコンテクストの変化に注目した。また研究者の理

解の変化も分析に含めた。そして、親子ごとの記述と分析を重ね、療育教室に通う親子のコミュニ

ケーションのありようを提示した。 

 研究における厳密性（rigor）のため、詳細なデータの収集に努め、対話の内容や分析結果につい

て、研究参加者である母親から個々にメンバーチェッキングを受け、母親の意見により修正した。



 

 

また分析について、看護学および他学問領域の研究者とのディスカッションを行った。 

 倫理的配慮として、研究参加の自由性、匿名化の方法、プライバシー保護の方法、研究参加によ

る利益と不利益について、母親に紙面を用いて口頭で説明した。またフィールドワークは、子ども

の性格や家族の生活に配慮し、場所や実施時期について母親と話し合いながら進めた。ナラティ

ヴ・インタビューが長時間に渡る場合には負担の有無を尋ねた。本研究は名古屋大学医学部生命倫

理委員会の承認を得て実施した。 

 

４．結果 

 本研究に参加した親子は 7組であった。研究を終了した時点で、医師による診断や心理士から助

言を受けた子どもは 5名であり、その内容は、広汎性発達障がい 3名、高機能自閉症 1名、慎重な

性格 1名であった。 

 療育教室に通う親子 7組のコミュニケーションは、それぞれの親子のテーマを中心としたユニー

クさがあり、子ども、母親、看護者（研究者）との対話のなかで、その親子だけの新たなコンテク

ストをつくり続けていくという“しなやかさ”があった。“しなやかさ”は、事象としてのユニー

クさだけではなく、コンテクストの変化のありようや、親子と看護者（研究者）との関係性までを

含めユニークであり、対話のなかで関係性や意味は変化し続けていた。また親子は、看護者（研究

者）との対話のなかで、「自分たち親子は何を大切にしたいのか？」を問いながら、その親子だけ

の“つながり”という関係性のコンテクストを探し、コンテクストを変え続けていた。療育教室に

通う親子のコミュニケーションの“しなやかさ”は、「ASD／個性」「母親のため／子どものため」

に代表される“相反するコンテクスト”の間で葛藤し、親子として何を大切にするかを探し、親子

のコミュニケーションのコンテクストを変え続けるという変化であった。 

  

５．考察 

 療育教室に通う親子は、その親子だけの関係性や意味を探し続けている。親子のコミュニケーシ

ョンを“しなやかさ”として理解することは、“親子のコミュニケーションのコンテクストが変わ

り続けている”ことを親子と看護者が共有することにつながる。これによって、対話の目的は、コ

ンテクストを変え続けるために続いていくこととなり、看護活動では、対話が続くための親子と看

護者の関係性が重視される。そして親子と看護者が対話を重ねることは、結果的に、親子が求める

意味を親子自らが見つけ、その親子だけの“つながり”をつくることを助ける。また“しなやかさ”

という理解は、その親子のコミュニケーションのユニークさを母親と看護者が改めて気づく機会と

なる。その気づきにより、親子と看護者は、新たな意味を探そうと試み、その試みによって親子の

コミュニケーションの知り方を協動的につくりながら、コミュニケーションを理解していくという

認識が親子と看護者に共有される。親子のコミュニケーションを“しなやかさ”として理解するこ

とにより、看護者自身の理解の仕方も変化の主体であるというスタンスで、変化し続ける“親子が

大切にしたいこと”を共有しながら看護活動を行うことができると考える。 

 



 

 

要 約（英文） 

Introduction 

Communication between a mother and her child has an element of dynamism that varies 

within each mother-child system. Such communication is unique because it is reciprocally 

influenced by a variety of factors that include the personal characteristics of the mother and 

her child, their experiences and the meanings they ascribe to them, and the people and 

environment that surround them. A common condition seen in mothers and children with 

communication difficulties who attend rehabilitation classes is autism spectrum disorder 

(ASD). To achieve communication between mothers and children with ASD, the key tasks are 

(a) to look at both perspectives, (b) to examine the meanings and relationships that arise from 

their exchanges, and (c) to focus on the difficulties they face in everyday living as well as 

daily communication. 

 

Aim of the study 

The aims of this study were (1) to focus, through dialogue between the researcher and 

mother-child couples, on how relationships and meanings are formed in mother-child 

communication, and to make a detailed describe of such communications, and (2) to develop 

methods of understanding the nature of communication between mothers and children who 

attend special care classes, using nursing activities in the form of dialogues; to demonstrate the 

importance of gaining such understanding; and to obtain insights. 

 

Study design/ methods 

This is a qualitative descriptive study with exploratory aspects. It takes a social constructionist 

standpoint, and is based on narratives that place accounts and stories on a continuous 

spectrum. 

To analyze the data, changes in the context of mother-child communication were noted, and 

subjectively noted changes were included in this analysis. Descriptions of each mother-child 

pair were collected and analyzed, and the state of communication between them was 

presented. 

To ensure trustworthiness/ credibility in data analysis, data was gathered in exhaustive detail, 

and informant feedback was requested at the date collection and analysis process. Discussions 

with researchers engaged in nursing and other academic fields were discussed to expand the 

study’s interpretations.  

This research received approval from the Nagoya University School of Medicine Ethics 

Committee. Then I explained the purpose, the method, benefits and disadvantages, and the 



 

 

ethical considerations of this research to the administrator of special care classes and mothers.  

The child’s personality and the nature of the family’s daily life were considered in carrying 

out the fieldwork. If an interview took a long time, I asked the mother if it was becoming too 

much of a burden. 

 

Results 

Seven mother-infant pairs took part in this study. At the end of the study, five children were 

provided with a diagnosis and/or advice; three children were pervasive developmental disorder, 

one child were high functional autistic spectrum disorder, one child. 

Communication between each of the seven mother-child pairs was unique not only as a 

phenomenon, but also in every detail—condition the form of changes in context to the 

relationship between the couples and the researcher. Communication between these mothers 

and children also showed an element of “flexibility”—in the dialogues between the 

mother-child couple and the researcher, they struggled with “conflicting contexts” as 

represented by “ASD/individuality,” sought the context of the “bond or connection” between 

the mother and the child, and continued to modify the context while asking themselves what 

they, as parents and children, wished to emphasize and cherish.  

 

Conclusion 

Understanding this “flexibility” and continuing to build on their dialogues helped the 

mothers/children discover, on their own initiative, the meanings that they sought. As a result, 

they formed a bond that was uniquely their own.  

Understanding mother-child communication as something “flexible” leads to a shared 

understanding by the mother/child and the nursing attendant that the context of communication 

between the mother/child continues to change. The goal, therefore, becomes to continue 

dialogues, to keep developing their context. Emphasis will be placed on the relationship 

between the mother/child and the nursing attendant for continuing these dialogues. 

Understanding this concept of “flexibility” also provides an opportunity for the mother and the 

nursing attendant to gain insight into the unique nature of the communication between the 

mother and her child, and thus enables the mother and the nursing attendant to learn how best 

to continue the dialogues, and search for the unique meaning of any particular mother-child 

pair. This process of understanding mother-child communication as “flexible” (as its context 

continually changes) allows nursing attendants to acknowledge changes in their perspectives 

as well, thereby enabling them to practice nursing while sharing with the mother and her child 

what each wishes to emphasize and cherish.  


