子どもの発達障害の有無による母親のストレス対処行動の比較
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［緒言］
発達障害児を育てることは，健常児を育てるこ
とと比較して格段にストレスが多い 1)と言われて

月齢，家族形態，子どもの人数を尋ねた．
２)Strengths and Difficulties Questionnaire(SDQ)
SDQ は，Goodman,R４)によって開発された子

いる．またこれまでの先行研究で，障害を持つ乳

どもの行動スクリーニングのための質問紙であ

幼児の母親の育児ストレスの内容は親としての自

る．質問紙は「行為」「多動」「情緒」
「仲間関

信のなさや不自由さによるストレスより，子ども

係」「向社会性」の５つのサブスケール，25 項目

の行動特徴による育てにくさのストレスが高いこ

からなりそれぞれの合計点から，その領域におけ

とが明らかにされている ．作業療法士は発達障

る支援の必要性を明らかにすることができる．ま

害児だけではなく，その母親，家族，環境にも働

た，SDQ は子どもの持つ特徴だけでなく，強さ

きかけサポートすることが求められる．しかしな

も把握できるところに特徴がある．

がら，子どもの問題行動や育児ストレスと母親の

３)Parenting Stress Index/Short Form(PSI)

２)

対処行動の関係性を検討した研究は少ない．

PSI は，育児困難を経験している養育者と，情

水内ら３)は，発達障害のある子どもの母親であ

緒並びに行動面で発達上の問題を抱えた児童を特

るというだけで支援が画一的に決められるのでは

定するためのツールとして，Abidin５)らによって

なく，家族状況，ストレス，育児不安，ストレス

開発された Parenting Stress Index の日本語版で

コーピング，性格などを考慮することが必要であ

ある．本研究では「PSI 短縮版 36 項目」６)を用

ると述べている．つまり，ストレス要因やソーシ

いた．質問項目は親役割に関する質問項目(親領

ャルサポートの充実度などの母親をとりまく環境

域)と，子どもに関する質問項目に大別され，得

と，ストレス対処傾向やうつ尺度といった母親自

点が高いほどストレスが高いという設定である．

身の性格特性について明らかにしておくことがで

４)ラザルス式ストレスコーピングインベントリ

きれば，適切な支援が検討できる可能性がある．

ー(SCI)

本研究では，定型発達児を持つ母親と発達障害

日本健康心理学研究所の日本語版 SCI７)を用い

児を持つ母親のストレス状況を明らかにし，それ

て育児ストレスに対するコーピング法を評価し

に影響する事柄，特にストレス対処行動の傾向の

た．これは，直近二週間ほどの自分にとって大き

違いを比較する．

なストレスとなった出来事を想起し，その際にど

［方法］
１．対象
3~6 歳の定型発達児を持つ母親と発達障害児を

のような対処方法を持っているかを把握するため
のものである．ストレスに対する対処行動を Em
指向型(情動中心型)と Co 中心型(問題解決型)，

持つ母親を本調査の対象とした．

より詳細には８つの下位尺度を用いてストレスコ

２．質問紙

ーピングの状況を知ることが出来る．

１)基本属性

５)日本語版ソーシャルサポート尺度

基本属性として，対象の年齢，子どもの性別・

日本語版ソーシャルサポート尺度８)では，ソー

シャルサポートの状態を評価する．
「家族のサポ
ート」
「大切な人のサポート」
「友人のサポート」
の３つの下位尺度と全 12 項目からなり，得点が
高いほど十分なソーシャルサポートを得ることが
できているという設定である．

定型発達児

発達障害児

P値

SDQ 合計

9.75±5.45

15.91±6.22

0.000 **

情緒

1.90±1.68

3.18±2.31

0.014 *

多動不注意

3.10±2.10

5.64±2.99

0.000 **

行為

仲間関係
向社会性

６)日本語版 K6
「うつ病リスク」を評価し
日本語版 K6 では，
９)

た．K6 は６項目５件法の尺度であり，過去１カ
月間の抑うつ，不安状態を評価する．点数が高い
ほど抑うつ，不安状態が高いことを示す．
３．分析方法

親の苦悩
親子相互作用の機能不全

難しい子供
PSI 合計

児の平均月齢は 61.5±8.62 カ月，母親の平均年
齢は 37.18±5.78 歳であった(表 1)．
平均年齢

定型発達児

発達障害児

母親年齢

35.79±4.58歳

37.18±5.78歳

子ども月齢 62.38±10.74カ月 61.5±8.62カ月

表 １
Mann-Whitney 検定の結果，有意な差が見られ

5.27±2.09

0.021

定型発達児母

発達障害児母

P値

27.44±6.65

27.18±5.72

0.995

27.60±7.75

35.59±8.14

0.000 **

20.90±6.28
75.94±17.37

24.45±4.83
87.23±14.57

0.002 **
0.001 **
0.013 *

計画型

42.86±22.58

46.02±19.08

0.483

対決型

隔離型

月，母親の平均年齢は 35.79±4.58 歳，発達障害

6.28±2.20

48.58±16.22

SDQ，PSI，SCI，ソーシャルサポート，K6 の項

た．定型発達児の平均月齢は 62.38±10.74 カ

0.000 **

37.84±16.84

情動中心型

自己コントロール型

98 名，発達障害児を持つ母親 22 名から回答を得

3.5±2.06

問題解決型

定型発達児を持つ母親と発達障害児を持つ母親の

アンケート回収の結果，定型発達児を持つ母親

0.412

発達障害児母

分析には IBM SPSS Statsitics19 を使用した．

［結果］

1.72±1.47

3.59±2.50

定型発達児母

社会的支援模索型

目を Mann-Whitney 検定を使って分析した．

3.02±1.93

責任受容型

35.22±13.86
29.38±15.60
28.74±21.75
43.22±20.82
37.21±17.44

38.49±9.92

36.93±12.77
42.33±19.49
58.81±20.96
44.89±17.13

0.283

0.016 *

0.005 **
0.007 **
0.130

逃避型

24.82±14.44

27.56±14.68

0.582

肯定評価型

43.11±23.13

51.70±20.57

0.126

ソーシャルサポート
K6 合計

40.60±17.52

41.19±15.15

0.997

定型発達児母

発達障害児母

P値

69.43±12.59

68.91±19.92

0.711

定型発達児母

発達障害児母

P値

4.31±4.21

6.95±5.59

0.035*

表 ２

**p<0.01

*p<0.05

ポート，K6 について考察する．育児ストレスに
ついては PSI の「親の苦悩」以外の項目で有意な
差が見られた．これは障発達害児を持つ母親はそ
うでない母親に比べストレスが高いという先行研
「親子相互作用の
究 1)10)と一致している．また，
機能不全」
「むずかしい子ども」の項目で有意な
差が見られたことから，母親自身の問題より，子
どもとの関わり方や子どもの問題行動からくるス

た項目は，SDQ の「合計」
「情緒」
「多動不注

トレスが強いということが考えられ，これらも先

意」
「仲間関係」
，PSI の「親子相互作用の機能不

行研究 11)と一致している．

全」
「むずかしい子ども」
「PSI 合計」
，SCI の

子どもの特徴である SDQ からは，発達障害児

「問題解決型」
「対決型」
「社会的支援模索型」

は「SDQ 合計」
「情緒」
「仲間関係」
「多動不注

「責任受容型」
，K6 の「合計」であった(表 2)．

意」の面で問題を抱えていることが分かった．障

［考察］

害特性に注目して考えると，
「情緒」
「仲間関係」

本研究の目的は，定型発達児を持つ母親と発達

の問題は自閉スペクトラム症を持つ児において，

障害児を持つ母親のストレス状況を明らかにし，

「多動不注意」は注意欠如多動症を持つ児におい

それに影響する事柄，特に子育てにおける対処行

て見られやすい特性である．先行研究も，これら

動の傾向の違いを明らかにすることであった．

の問題が育てにくさや母親のストレスを助長させ

今回調査した尺度，PSI，SDQ，ソーシャルサ

ていると述べている 12)13)14)．このことから，今回

の対象児は情緒，行動上の問題を抱えておりこれ

型とは自己信頼感が強く問題に積極的に対処する

らの問題が母親の育児ストレスに影響している可

型であり，責任受容型とは現実的具体的に自己の

能性がある．

役割を自覚し責任感が強い従順型である．Mann-

母親のうつ傾向については，発達障害児を持つ

Whitney 検定の結果より，発達障害児を持つ母親

母親の K6 平均点は７点近くあり定型発達児を持

は自己信頼感や自己役割の自覚が強く問題に積極

つ母親と比べると２点以上高いという結果であっ

的にアプローチする傾向があると言える．先行研

た．これも先行研究と一致しており，発達障害児

究では健常児と比べ障害児の母親役割の分散化が

を持つ母親は定型発達児を持つ母親よりも抑う

進んでいない 16)と述べているものがある．また，

つ・不安感が高い 10)15)と言える．周りの助けにつ

障害児の母親は周囲に気軽に相談できない 17)とい

いては，ソーシャルサポート得点に有意な差は見

う先行研究もある．今回の結果は，この 2 つの先

られなかったため，今回の結果では発達障害児を

行研究と一致しており，発達障害児を持つ母親は

持つ母親も定型発達児を持つ母親も同じくらいサ

自己役割の自覚や責任感が強く自分で背負い込む

ポートを受けることが出来ている，または主観的

傾向があるためストレスに繋がっていることが示

に感じているということが考えられる．しかし，

唆される．

先行研究では，発達障害児を持つ母親は定型発達

次に，社会的支援模索型について考察してい

児を持つ母親よりも子どものことについての相談

く．社会的支援模索型とは，情報や情緒的支援を

が難しい 16)ということが言われており，今回の結

積極的に探し求める対処型である．Mann-

果とは異なるものであった．これは今回の対象者

Whitney 検定の結果より，発達障害児を持つ母親

がすでに子どもが発達障害を持っているという診

は社会的支援を模索する傾向にあることが分かっ

断済みであり，医療機関とつながっていることか

た．しかし，発達障害児の保護者においては，相

ら十分なサポートを得ることが出来ているためで

談・かかわりにおいても定型発達児の保護者と比

はないかと推測できる．

較して低かった 16)という先行研究があり，今回の

次に，今回の研究目的である SCI のストレス対

結果とは矛盾している．このことは今回の対象者

処方法について考察していく．まず問題解決型と

がすでに医療機関につながっており療育を受けて

は，ストレスの原因となっている物事を根本から

いる子どもであったため，このような結果が出た

解決することによりストレス自体をなくしてしま

可能性がある．対象の属性を考慮し医療機関につ

おうという対処型である．Mann-Whitney 検定の

ながっていない母親を調査すれば，逆の結果が出

結果より，発達障害児を持つ母親のほうが問題解

た可能性も考えられる．

決型の対処行動をとる傾向が強いことが分かっ
た．上記の母親をとりまく要因の中のソーシャル

【まとめ】
今回の研究より，発達障害児を持つ母親は定型

サポートについて言及した際，今回の対象者はす

発達児を持つ母親に比べて，問題解決型，対決

でに診断済みであり医療機関に定期的に通ってい

型，社会的支援模索型，責任受容型の対処行動を

るため十分なサポートを受けている可能性がある

とる傾向にあることが分かった．今回は対象とな

ことを述べた．この専門家への受診は，原因に直

った発達障害児を持つ母親が 22 人と少なく，十

接アプローチすることから問題解決型の一種に入

分なデータを集めることが出来なかった．作業療

るため，今回の問題解決型の点数が高かったので

法士が各母親にあった支援を提供していくため

はないかと考えられる．

に，母親の対処行動とその背景を理解することが

次に対決型と責任受容型を考察していく．対決

必要だと考える．そのため今後はより多くのデー

タを集めて発達障害児を持つ母親の対処行動の背
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景を詳細に検討する必要がある．
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