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は　じ　め　に

　植物症や最小意識状態にある重度脳損傷児は増加傾
向にある。動きが微細で再現性に乏しいことから彼ら
の動きを読み解くことは難しい。重複障害を持つ人
と ,サバイバーに関するエビデンス不足は深刻である
が（Greenhalgh et al, 2014）重度脳損傷児はサバイ
バーであり重複障害がある。植物症患者の39％に誤
診が起こっていた中で，患者の代理人とスタッフの積
極的な関与がこれらの誤診を防いでいた（van Erp et 

al, 2015）。特に動きに関するエビデンス不足，受傷原
因や発達による多様性から，彼らへのケアはケア提供
者の経験に頼らざるを得ず，この経験はいまだ学的に
探究されていない。
　本研究の目的は，10歳重度脳損傷児の微細な動きを
読み解こうとするケア提供者たちの『生きられた経
験：未だ気づかず，気づいていても不確かさを含む経
験』を探求することである。読者が追体験し「あり得
ること」として了解できる記述・解釈とし，重度脳損
傷児のケア向上のための新たな視点を得ることを目指
す。

研　究　方　法

　本研究は van Manenの解釈学的現象学的方法に基
づく質的研究である。van Manenは経験の内側から
「生きられた経験」を記述・解釈するために役立つ 6

つの要点を提示している一方で，彼は方法に規定され
たり段階として捉えたりするのではなく，事象に応じ
て発展的に活用することを求めている（van Manen, 

1990, p.30）。
　重症心身障害児者施設の 1つの病棟と併設の特別

支援学校分校舎において，2013年11月～2014年 3月，
参加観察（ 3時間×21回）とグループインタビュー（15

～45分間× 5回）による調査を実施した。
　 2つのデータ収集方法を併用したこと , メンバー
チェック，現象学・解釈学の専門家のスーパーバイズ
を受けることにより真実性確保に努めた。
　研究参加施設倫理委員会と京都大学医の倫理委員会
（No.1055-1）の承認，特別支援学校校長による承諾を
得て実施した。

結果および考察

　研究参加者は10歳重度脳損傷児（A君： 0歳 4か月
時の心肺停止による受傷，人工呼吸器装着中，低体温
であり，聴性脳幹反応はなく，普段は数ミリの瞼の動
きと頸部の動きしか認められない）と，A君のケア提
供者70名（家族，看護師，生活支援員，医師，理学療
法士，教諭，学校看護師等）である。研究参加者数は
個人の人数であり，参加観察のみ40名，グループイン
タビューのみ 9名，両方への参加者21名であり，研
究参加辞退者は無かった。
　A君の微細な動きを読み解こうとするケア提供者た
ちの経験の構造として 4つの themeが浮かび上がっ
た（図 1参照）。ケア提供者たちは〈① A君の身体状
況と彼の微細な動き〉を見出し，熟考し，その中で〈②
A君の微細な動きに関するケア提供者の不確かな感
覚〉に気づき，酸素飽和度モニターを隠すことなどに
よって〈③ A君の複数の微細な動き〉をさらに読み
解こうとケアを発展させていた。〈④ sharing〉とは，
ケア提供者たちの不確かな感覚を含む経験・解釈など
を共有し蓄積することであった。〈sharing〉は theme

①～③にとって不可欠であり，『不確かな感覚』を『よ
り確かな感覚』へと移行させる役割を持つ重要な概念
であると推察された。
　本研究が提示した themeは重度脳損傷児の微細な
動きを読み解く際のアセスメントやガイドと成り得
る。<sharing>が重度脳損傷児の微細な動きを読み解
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くことにより役立つと考えられる 3つのアプローチ
を提示した（掲載論文DOI: 10.1111. join. 14255参照）。
Sharingの理論分析の結果，経験のみの〈sharing〉の
探求が希求されており（Belk, 2010），本研究結果はそ
の一例であると言える。
　意思を直接確認できない患者へのケアの最適化は世
界的課題である。この課題解決のために，我々の結果
は，客観的データだけでなくケア提供者の経験を熟考
すべきであることを強く示唆している。〈sharing〉に
必要なことはケア提供者の気づきだけなので，国・病
院／施設の経済状況と文化の違いに関わらず容易に実
践導入可能である。
　本研究結果は生きられた経験のすべてを開示したも
のではないが，読者は A君の微細な動きを読み解こ
うとするケア提供者の生きられた経験を追体験するこ
とにより，新たな視点を得ることができるだろう。
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図 1　重度脳損傷児 A君の微細な動きを読み解こうとするケア提供者たちの生きられた経験




