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１．問題の所在

　発達障害児の療育を営む児童発達支援事業が拡
充されている一方で、他の福祉分野と同じく、児童
への発達支援や家族支援に従事する職員（以下「療
育者」とする）の人材不足が課題とされている（加藤，
2018）。療育者の定着率の低さや人材不足等に対し、
労働条件や労働環境の整備が有用であろうことは想
像に難くない。また、仕事のやり甲斐やメンタルヘ
ルスの充実など、療育者の内面を支えることも人材

不足解消の一助になろう。筆者らはこうした問題意
識のもと、療育者の困難感に焦点をあて、その困難
感について多面的な角度から分析するため、６項目
の質問（子どもの療育をする上で困難に感じている
こと・保護者と関わる中で困難に感じていること・
外部機関と関わる中で困難に感じていること・事務
に関することで困難に感じていること・同僚職員と
関わる中で困難に感じていること・その他困難に感
じていること）に対する自由回答による調査研究を
進めている。本稿では、その中の一項目である「保
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護者との関わりにおける困難感」について検討する。
　療育者と保護者との関わりとは、どのような場面
であろうか。厚生労働省より発出されている「児童
発達支援ガイドライン」によれば、児童発達支援の
提供すべき支援は、利用児童本人の発達支援だけ
ではなく、家族支援や地域支援等が含まれている。
そして、保護者との主たる関わりは連携、説明責
任、相談援助等があげられている。すなわち、子ど
もの発達の状況や課題についての共通理解を図るこ
とや、運営規定や支援内容・個別支援計画の丁寧な
説明をすることのほか、保護者からの相談に適切に
応じること、専門的な助言を行なうことなどが求め
られており、療育者が「支援者であることの意識を
持つことをどう進めていくか、どう連携・協働して
いくか」（下司，2015）が課題とされている。
　このような役割や課題の増加について、現場の療
育者はどのようにとらえているのだろうか。第一筆
者は、児童発達支援事業所でスーパーヴァイザー

（SV）を務めているが、療育者から相談されたり、
意見を求められたりする内容は、子どもの療育に関
するものよりも、保護者との関わりに関するもののほ
うがはるかに多い。そして、そこで療育者から語ら
れることは、保護者支援について何をすべきかとい
う混乱や、保護者との関わりに対する苦手意識を内
容としたものが多い。家族支援や地域支援等の役割
が増すことで保護者との関わりも増え、「現場の支援
者の混乱も大きい」（藤田，2018）という指摘そのま
まの姿がそこにある。
　さらに、保護者支援のあり方についても、現状で
は少なからず混乱が認められる。保護者支援の代表
的なあり方として、「生活上の困難をもちやすい発達
障害児への専門家による支援を般化できる（日常生
活でも使える）ようにするために、普段の生活を共
に過ごす親が子どもにとっての最大の養育者となれ
るようにしていくこと」（岩坂，2012）という視点が
ある。この視点に基づいた保護者支援として、ペア
レントトレーニングが広く利用されている。ペアレ
ントトレーニングを行なっていない事業所であって

も同様の視点から、子どもの行動の特徴や要因、意
味などを保護者に詳しく伝えることに注力している。
その一方で、「子どもの最も身近な療育者としての期
待が先行し、保護者自身への支援が置き去りにされ
ている」（横畑，2012）、や「保護者に専門家と同様
の活動を行なうように求めることは、保護者と専門
家が同じ立場に立つような錯覚に陥ることにもなり
かねない」（小林，2008）という指摘もされている。
　このように保護者支援については役割や課題の増
加、視点の多様化などにより、現場の療育者が少な
からず混乱にあることがうかがえる。先述したよう
に、第一筆者がSVとして関わる中で、保護者との
関わりに関する相談が多いことも、こうした混乱が
要因であることが考えられる。療育者が、保護者支
援に対する混乱を解消し、保護者支援について体系
的に学ぶためには、先ほどのSVや研修は不可欠な
機会である。高橋（2016）は、介護職の人材確保問
題に関する研究の中で、研修制度の充実や研修機
会の確保が、人材確保に寄与することを強調してい
る。これを児童発達支援に置き換えるならば、混乱
の中にある保護者支援について学ぶ機会が増えるこ
とで、人材確保にも繋がっていくのではないだろう
か。
　そこで本稿では、療育者が保護者との関わりの中
で、どういった困難感を抱いているのかについて明
らかにし、困難感の構造性と心的過程について検討
することを目的とする。

２．方　法

（１）対象
　児童発達支援事業所１法人（東京都・千葉県で
事業展開）、多機能型事業所（児童発達支援＋放課
後等デイサービス）２法人（東京都１法人・静岡県
１法人）の、計３法人に従事する療育者160名（男
性52名・女性108名）を対象とした。
（２）調査方法
　Googleフォームにて作成したアンケートについて、
同フォーム上にて回答を求める形式とした。アンケー
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トは、選択式で回答を求める基本項目（性別・年代・
事業所の種別・療育の形態・経験年数・保有資格）と、
自由記述式で回答を求める項目（下記Ａ～Ｆ）とで
構成された。
　Ａ： 子どもの療育をする上で困難に感じているこ

と
　Ｂ：保護者と関わる中で困難に感じていること
　Ｃ：外部機関と関わる中で困難に感じていること
　Ｄ：事務に関することで困難に感じていること
　Ｅ：同僚職員と関わる中で困難に感じていること
　Ｆ：その他困難に感じていること
　本稿では、上記Ａ～Ｆの６項目のうち「Ｂ：保護
者と関わる中で困難に感じていること」についての
み分析結果の提示、および考察を行なうこととする。
なお、「Ａ：子どもの療育をする上で困難に感じてい
ること」については、横畑・板川（2019）を参照さ
れたい。
（３）調査期間
　2018年７月～８月までの１ヶ月間とした。
（４）整理・分析方法
　自由記述によるデータを、川喜田二郎によるKJ法
の手法を用い分析することとした。分析の進め方の
概略は以下の通りである。
①　 筆者二名で自由記述データについてラベル化を

行なった。その際、１枚のラベルに一つの「困
難感」となるよう留意した。

②　 ①で作成したラベルを使用し、意味の類似性
を基準としてグループ化し表札をつけた（小グ
ループ）。次いで、その表札やラベルの類似性
を検討し、中グループおよび大グループ化を試
み、それぞれで表札を名付けた。筆者２名が異
なる意味の取り方をしたり、異なる類似性を主
張したりした場合は、まとまりとはせず独立し
たグループとして扱うこととした。

③　 大グループの関係性を検討した空間配置および
図解化を行なった。平面配置図ではなく立体（空
間）配置図としたイメージを共有し、筆者二人
が常に確認しながらプロセスを進めた。

（５）倫理的配慮
　本研究は、東京未来大学研究倫理・不正防止委
員会による研究倫理審査の承認を受けて行なった。
各事業所への調査依頼に際し、同承認を受けている
こと等を説明し承諾を得た。なお調査に際して、当
該Googleフォームのトップページにおいて、研究内
容について説明を行なうとともに、個人が特定され
る恐れはないこと、回答はあくまで任意であること
等のインフォームドコンセントを行ない、アンケート
への回答をもって研究への同意とする旨を記載した。

３．結　果

（１）対象者の属性
　調査協力を依頼した３つの法人より、150名の職
員による有効回答が得られた。
①　 性別は、男性が49名（32.6％）、女性が101名

（67.4％）であった。
②　 年代は、20代が最多で46名（30.7％）、次いで

30代が43名（28.7％）、40代42名（28.0％）、50
代17名（11.3％）、60代2名（1.3％）であった。

③　 勤務している事業所の種別では、「児童発達支
援事業」のみ運営している事業所職員は６名

（4.0％）、児童発達支援と放課後等デイサービス
を併せて運営している「多機能型事業」が144
名（96.0％）であった。

④　 主として携わっている療育の形態では、「個別
療育」が106名（70.7％）と最も多く、ついで「個
別・集団ともに」が36名（24.0％）、「集団療育」
が２名（1.3％）、無記入が６名（4.0％）であった。

⑤　 療育の経験年数（通算）では、「１年未満」が
48名（32.0％）、「１年以上５年未満」が82名

（54.7％）、「５年以上10年未満」が11名（7.3％）、
「10年以上」が９名（6.0％）であった。

⑥　 保有資格については複数回答可で回答を求め
た。特別支援等を中心とした教員免許保持者が
67名と最多であり、保育士や幼稚園教諭などの
保育者が続く結果となった。
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（２）自由記述調査の整理結果
　「保護者と関わる中で困難に感じていること」に
対する自由記述回答をラベル化したところ、180枚
のラベルが作成された。その180枚のラベルについ
て、先述の分析方法に従って分類した結果を表１に
示す。表１に示したように、30の小グループ、12の
中グループ、４の大グループが抽出された。なお、
これらのグループに属したラベル数は174枚であり、
残り６枚は分類不能と判断された。
　次に、表１に基づき、各大グループについて分析
結果の概要を述べる。なお、小グループは〔 〕、中
グループは≪ ≫、大グループは【 】で括り、グルー
プ名のみゴチック体で表記する。
①　【保護者への支援・やり取りに対する困難感】
　合計43枚のラベルが集まり、２つの中グループお
よび８つの小グループから構成された。
　１つ目の中グループは、〔コミュニケーションの難
しさ〕、〔伝え方の難しさ〕、〔フィードバックの難しさ〕、
〔情報提供をしてもらえない〕、〔伝わらないことへの
難しさ〕、〔真意を測りかねる言動〕、〔電話対応の難
しさ〕の小グループで構成され、≪保護者とのやり
取りの難しさ≫と命名された。
　２つ目の中グループは、≪親子関係・家族関係支
援の難しさ≫と命名された。なお、これを構成する
小グループは、同名となる〔親子関係・家族関係支
援の難しさ〕の一つのみであった。
　ここにあげた中グループおよび小グループをみる
と、日常業務として保護者と関わる中で、“どういう
場面で難しさを感じるのか”が単刀直入に記述され
たラベルの集まりであることから、大グループ名は
【保護者への支援・やり取りに対する困難感】と命
名された。
②　【保護者の要因】
　合計101枚のラベルが集まり、５つの中グループ
および14の小グループから構成された。
　１つ目の中グループは、〔支援に対する保護者との
方向性の違い〕、〔子どもの現状と保護者の理解のズ
レ〕、〔理解にギャップがある保護者への対応や説明〕

の小グループで構成され、≪障害認識・療育方向性
の違いがある保護者≫と命名された。
　２つ目の中グループは、〔応えづらい要求・要望〕、

〔不安や不満を訴える保護者の対応〕、〔すぐに答え
られない質問〕、〔進路（進学）に関する質問への回
答〕、〔子どもの将来に関する質問への返答〕の小グ
ループで構成され、≪不平不満・要求を伝えてくる
保護者≫と命名された。
　３つ目の中グループは、〔何らかの疾患や障害のあ
る保護者〕、〔療育への動機づけが低い保護者〕、〔障
害受容ができていない保護者〕、〔障害受容ができて
いない保護者への対応〕の小グループで構成され、
≪関わりに特有の難しさがある保護者≫と命名され
た。
　４つ目の中グループは、≪望ましくない行動をと
る保護者≫と命名された。なお、これを構成する小
グループは、同名となる〔望ましくない行動をとる
保護者〕の一つのみであった。
　５つ目の中グループは、≪言葉の壁・文化の違い
がある保護者≫と命名された。なお、これを構成す
る小グループは、同名となる〔言葉の壁・文化の違
いがある保護者〕の一つのみであった。
　ここにあげられた中グループおよび小グループを
みると、“関わりに難しさを呈する保護者の特徴”が
記述されたラベルの集まりであり、保護者との関わ
りにおける困難感の一要因とされることから、大グ
ループ名は【保護者の要因】と命名された。
③　【療育者自身の要因】
　合計22枚のラベルが集まり、３つの中グループお
よび５つの小グループから構成された。
　１つ目の中グループは、〔知識や経験の不足から
くる不安等〕、〔自分自身の中で募る不安やプレッ
シャー〕、〔苦痛や辛さ〕の小グループで構成され、
≪不安・プレッシャー・苦痛を感じること≫と命名
された。
　２つ目の中グループは、≪自分自身が自覚してい
る苦手さ≫と命名された。なお、これを構成する小
グループは、同名となる〔自分自身が自覚している
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表１　KJ法にもとづく分析結果（カッコ内はラベル数）
【大グループ】 ≪中グループ≫ 〔小グループ〕

保護者への支援・やりとり
に対する困難感（43）

保護者とのやりとりの難しさ（36）

コミュニケーションの難しさ（4）

伝え方の難しさ（11）

フィードバックの難しさ（5）

情報提供をしてもらえない（3）

伝わらないことへの難しさ（7）

真意を測りかねる言動（4）

電話対応の難しさ（2）

親子関係・家族関係支援の難しさ（7） 親子関係・家族関係支援の難しさ（7）

保護者の要因（101）

障害認識・療育方向性の違いがある保
護者（43）

支援に対する保護者との方向性の違い（6）

子どもの現状と保護者の理解のズレ（18）

理解にギャップがある保護者への対応や説明（19）

不平不満・要求を伝えてくる保護者
（30）

応えづらい要求・要望（13）

不安や不満を訴える保護者の対応（7）

すぐに答えられない質問（5）

進路（進学）に間する質問への回答（3）

子どもの将来に関する質問への返答（2）

関わりに特有の難しさがある保護者
（13）

何らかの疾患や障害のある保護者（6）

療育への動機づけが低い保護者（1）

障害受容ができていない保護者（4）

障害受容ができていない保護者への対応（2）

望ましくない行動を取る保護者（13） 療育者にとって望ましくない行動を取る保護者（13）

言葉の壁・文化の違いがある保護者（2）言葉の壁・文化の違いがある保護者（2）

療育者自身の要因（22）

不安・プレッシャー・苦痛を感じるこ
と（16）

知識や経験の不足からくる不安等（6）

自分自身の中で募る不安やプレッシャー（8）

苦痛や辛さ（2）

自分自身が自覚している苦手さ（4） 自分自身が自覚している苦手さ（4）

保護者に流されてしまう（2） 保護者に流されてしまう（2）

物理的な要因（8）
時間的な要因（6）

保護者と関わる時間が取れない（3）

保護者との関わりに時間がとられてしまう（3）

事業所の体制上の要因（2） 事業所の体制上の要因（2）
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苦手さ〕の一つのみであった。
　３つ目の中グループは、≪保護者に流されてしま
う≫と命名された。なお、これを構成する小グルー
プは、同名となる〔保護者に流されてしまう〕の一
つのみであった。
　ここにあげられた中グループおよび小グループを
みると、“保護者との関わりを苦手とする自分自身の
特徴”が記述されたラベルの集まりであり、保護者
との関わりにおける困難感の一要因とされることか
ら、大グループ名は【療育者自身の要因】と命名さ
れた。
④　【物理的な要因】
　合計８枚のラベルが集まり、２つの中グループお
よび３つの小グループから構成された。
　１つ目の中グループは、〔保護者と関わる時間が取
れない〕、〔保護者との関わりに時間が取られてしま
う〕の小グループで構成され、≪時間的な要因≫と

命名された。
　２つ目の中グループは、≪事業所の体制上の要因
≫と命名された。なお、これを構成する小グループは、
同名となる〔事業所の体制上の要因〕の一つのみで
あった。
　ここにあげられた中グループおよび小グループを
みると、“保護者との関わりをとりづらい業務状況”
が記述されたラベルの集まりであり、保護者との関
わりにおける困難感の一要因とされることから、大
グループ名は【物理的な要因】と命名された。
（３）図解化分析結果
　上記（２）で抽出された大グループの意味内容に
もとづき、空間配置による図解化分析を行なった。
その結果を図１に示す。
　図１に示した通り、療育者は日々の療育の中で≪
保護者とのやり取りの難しさ≫や、≪親子関係・家
族支援の難しさ≫を感じており、これらが【保護者

図１　空間配置による図解化分析結果
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への支援・やり取りに対する困難感】を構成するこ
とが示された。さらに、本稿の分析において、【保護
者への支援・やり取りに対する困難感】の要因として、
【保護者の要因】【療育者自身の要因】【物理的な要因】
の３要因が明らかとなった。
　【保護者の要因】は、療育者がどのような保護者
に対し困難感を抱くのかが示されたもので、【保護
者への支援・やり取りに対する困難感】に最も大き
な影響を及ぼしていることが示唆された。次いで大
きな影響を及ぼしているのが、【療育者自身の要因】
であり、療育者が困難感の要因を自己に求めること
が示されたものである。ただし、これは保護者との
関わりの末の自己意識であることから、【保護者の要
因】と相互に影響を与えていることが示唆される結
果となった。

４．考　察

（１）困難感の階層性
　療育者と保護者との関わりは、契約に至る面接や
契約時、個別支援計画の確認、日々の療育での面接
等に及ぶ。それぞれの場面で保護者の話を聴くと同
時に、療育者からの発信も求められる。子どもの障
害特徴、子どもの気持ちや行動の理由、支援計画や
支援の意図など、これも多岐にわたる。
　本稿の分析結果では、療育者がこうした保護者と
の関わりの中で【保護者への支援・やり取りに対す
る困難感】を抱くこと、その困難感には【保護者の
要因】【療育者自身の要因】【物理的な要因】の３つ
の要因があることが明らかになった。ここで最初に
検討すべきは、これらの３要因が単に困難感の要因
として終わるのではなく、これら自体も困難感になり
得るのではないだろうか、という視点である。筆者
らは、【保護者への支援・やり取りに対する困難感】
を一次的困難感、【保護者の要因】【療育者自身の要
因】【物理的な要因】を二次的困難感として、階層
的にとらえることが可能だと考える。
　本稿の分析結果では、【保護者への支援・やり取
りに対する困難感】について、とくに≪保護者との

やり取りの難しさ≫を強く感じていることが示され
た。この≪保護者とのやり取りの難しさ≫は、７つ
の小グループから構成されたものだが、その７つを
概観すると、療育者と保護者とのやり取り場面に言
及された困難感であることが見て取れる。すなわち、
保護者とのやり取りの中で、多くの場合はその場で
意識化される困難感である。つまり、この段階では「ど
うしてか難しい」「どうも上手くいかない」といった
心性である。これらを鑑みれば、【保護者への支援・
やり取りに対する困難感】を一次的困難感としてと
らえることができよう。
　療育者は、一次的困難感を抱いても、そこで支援
や関わりを終えることはない。「どうしてか難しい」

「どうも上手くいかない」といった一次的困難感に対
し、「難しい理由は何か」「どうすれば上手くいくの
か」と考えようとする。その結果として、【保護者の
要因】【療育者自身の要因】【物理的な要因】の３つ
が導きだされると考えられよう。こうした困難感の
要因が導き出されたのであれば、その要因を解消す
ることで困難感は消失に向かうはずであるが、【保護
者の要因】は他者の意識問題、【療育者自身の要因】
は自己の意識問題である。どちらも内面を扱うこと
となり、直ぐに解消できるものとは考えられない。【物
理的な要因】だけは外的要因として取り組みやすく
思えるが、その事業所や法人の運営管理にも関わる
ことであり、そうなれば直ぐに解消できるものでは
ない。このように困難感の要因そのものが難しさを
はらんでいることが示唆される。このことから、【保
護者の要因】【療育者自身の要因】【物理的な要因】
の３つを、二次的困難感としてとらえることができる
と考える。
（２）支援問題としての困難感
　上述したように、療育者の困難感は階層性を成す
ものであり、一次的困難感を抱くことで二次的困難
感が意識される。こうした困難感が意識される原点
に何があるのか。それは「どう支援していけばよい
のか」という意識であろう。この意識があるからこ
そ、保護者との関わりの中で困難感を抱くのであり、
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この意識が保護者支援に携わる療育者の原点である
と考えてよい。
　保育では「どう保育すればよいのか」が意識され
ることを、保育問題の成立と呼んでいる。金子・横
畑（2013）によれば、次のように保育問題の成立過
程を説明している。保育者は、担当する子どもがよ
りよく育つことを願う。その「よさ」が何か分からな
くとも、よりよく育てたいと願う。この願望こそが保
育動機である。保育者は、この強い保育動機を持つ
からこそ、よりよく育てようとする努力を惜しまない。
ところが、どんなにベテランの保育者であっても、「ど
う保育すればよいのか」という事態に直面すること
がある。こういう事態では、保育者に共通する集団
的信念である保育常識が道標となり得るのだが、常
識ではどうにも打開できない問題、つまり個別性に
関わる問題が突如として意識される。単に「困ったな、
難しいな」という意識を超え、「どう保育すればよい
のか」という保育問題である。
　「どう支援していけばよいのか」という支援問題の
出発点は、願望としての支援動機の存在である。戸
川（1973）によれば、願望とは新しい快の実現を目
指す動機であるという。療育者にとって新しい快の
実現を目指す動機とは何か。それは「何か力になり
たい」「よりよい支援をしたい」という心性であり、
目の前の保護者に対するよりよい支援の実現であろ
う。これが支援動機である。
　療育者は、支援動機に基づき保護者との関わりや
やり取りを重ねていく中で、一次的困難感としての
【保護者への支援・やり取りに対する困難感】を抱
いていく。「どうも困ったな」「どうも難しいな」「ど
うも上手くいかない」という事態である。ここで道
標となり得るのが、療育者に共通する支援常識であ
ろう。では、支援常識とはなにか。これまでの実践
経験の積み重ねと、研修等による学びにより培われ
ていくものであり、例えば「保護者の障害受容の進
み方」「障害児の保護者の気持ち」「障害を認めない
保護者の対応」「保護者への言葉の選び方」「保護
者が取るべき行動」「療育者からのアドバイスへの

反応」など、多くの支援常識が列挙される。
　ところが、本稿での【保護者の要因】でも明らか
にされたように、≪障害認識・療育方向性の違いが
ある保護者≫、≪不平不満・要求を伝えてくる保護
者≫、≪関わりに特有の難しさがある保護者≫、≪
望ましくない行動をとる保護者≫、≪言葉の壁・文
化の違いがある保護者≫など、様々な保護者が存
在する。しかも、その保護者はすべて個別的な存在
であり、同じ要因タイプに属する保護者であっても、
それぞれと個別的なやり取りが必要とされる。すな
わち、持っている支援常識の限界が意識され、【保
護者への支援・やり取りに対する困難感】を強く抱
く事態に直面していく。つまり、支援常識の限界に
直面することで、一次的困難感の意識を超え、二次
的困難感としての支援問題を成立させていくのであ
る。

５．まとめと今後の課題

　第一筆者はスーパーヴァイザーとして、第二筆者
は療育者として児童発達支援に携わっており、発達
障害を抱えた子どもが最善の利益を得られるよう、
量的にも質的にもさらなる拡充を願って止まない。
そのために、発達障害児とその保護者の直接支援に
あたる療育者を支えるべく、療育者の困難感に関す
る研究を進めている。先述したように、本稿はその
一部をピックアップして検討したものである。
　本稿では、療育者が保護者と関わる中で【保護者
への支援・やり取りに対する困難感】を抱えている
こと、療育者自身はその要因として【保護者の要因】、
【療育者自身の要因】、【物理的な要因】の３つをとら
えていること、中でも【保護者の要因】が最も中核
的な要因であることを明らかにし、一次的困難感と
二次的困難感の階層性、支援問題の成立過程につ
いて論じた。
　今後の課題として、最も中核的な要因となった【保
護者の要因】についてさらに検討を重ねることで、
保護者支援のさらなる質の向上に寄与できるのでは
ないか。すなわち、保護者が多様な心性を抱く意識
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世界について、多様な心性を抱く保護者に対するア
プローチについて検討をすすめていきたい。
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