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原著

発達障害児をもつ母親の抑うつに関連する要因の研究
―子どもと母親の属性とソーシャルサポートに着目して―
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本研究では，子どもの発達段階・知的障害，母親の就労及び各種ソーシャルサポートと母親の抑う
つとの関連について検討した。対象は，3 歳から 25 歳までの発達障害児をもつ母親 101 名であった。
方法として，近親者（配偶者・親族・友人）や専門機関からのサポートと，抑うつについて質問紙調
査を行った。分散分析によって以下の結果を得た。(1)子どもが幼児期の場合，配偶者からの道具的・
情緒的サポートが少ない母親は，そうでない母親よりも抑うつが高かった。(2)子どもが知的障害を
伴わない場合，配偶者からの「道具的サポート」
「情緒的サポート」が少ない母親は，そうでない母親
よりも抑うつが高かった。(3)母親が就労していない場合，
専門機関からの「子どもに関する情報提供」
や「日常の対応方法に関する情報提供」のサポートが少ない母親は，そうでない母親よりも抑うつが
高かった。これらのことから，発達障害児の家族支援における母親の抑うつ予防を踏まえた支援とし
て，特に子どもが幼児期である場合，また知的障害を伴っていない場合，配偶者からの実質的・情緒
的サポートを促していくことが有効であることが示唆された。また，就労していない母親の場合，専
門機関は，子どもの障害や日常の対応方法に関する情報提供のサポートを提供していくことが，抑う
つの低減につながる支援であることが示唆された。
キーワード：発達障害，母親の抑うつ，ソーシャルサポート

に比して，様々な心理的な負担感や困難を抱えている

問 題 と 目 的

ことが指摘されている（永井，1998：中嶋・斎藤・岡
田，1999）
。特に，直接的な養育者である母親の精神的

発達障害児をもつ母親の精神的健康について
平成 17 年に施行された発達障害者支援法では，発

健康に関する研究は多く，自閉症児をもつ母親（新美・

達障害は「自閉症，アスペルガー症候群，その他の広

植村，1980）や，ADHD 児をもつ母親（槇野・宇野，

汎性発達障害，学習障害，注意欠陥多動性障害，その

2007）は，障害のない子どもをもつ母親よりもストレ

他これに類する脳機能障害であってその症状が通常低

スが高いことが報告されている。このような広義の精

年齢において発現するもの」と定義され，発達障害児・

神的健康に対して，野邑・辻井・石川（2004）は，高

者は基より，その家族に対しても支援を行うことが記

機能広汎性発達障害児をもつ母親は，障害のない子ど

されている。また，近年家族に対する有効な支援のた

もをもつ母親よりも抑うつが高いことを報告してい

めの研究も進められている。

る。日本発達障害福祉連盟の調査（2008）でも，発達

発達障害児をもつ家族は，障害のない子どもの家族

障害児をもつ親にはうつ病あるいはうつ状態が多く，
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同連盟は，親がうつ状態になると子供にとっても不適
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親は，専業主婦の母親よりも育児に対する否定的な感

切な養育状況になりやすいことを指摘している。した

情や育児ストレスが低いことが示されている（冬木，

がって，発達障害児をもつ母親の精神的健康を支援す

2000：酒井・松本，2002：荒牧・田村，2003 など）。さ

る場合，抑うつの予防や援助につながる研究を進めて

らに，発達障害児をもつ母親の就労率は，43.5％（種

いくことは有用と考えられる。

子田・桐野・矢嶋・中嶋，2004）や，47.7％（湯沢ら，

発達障害児をもつ母親の精神的健康と子どもと母親の

2007）など，半数近くに及んでいることを踏まえれば，

属性について

発達障害児をもつ母親についても，就労と抑うつの関

蓬郷・中塚・藤居（1987）は，自閉症児をもつ母親
は，子どもの就学時にストレスが高くなり，その後は

連を検討することは意義があると考えられる。
発達障害児をもつ母親のソーシャルサポートについて

緩やかに降下することを，湯沢・渡邊・松永（2007）

ソーシャルサポートは，ストレス反応を緩和する要

や森口・石満・山本・金生・中村・井上・宮岡（2008）

因とされている。太田（2010）によれば，発達障害児

は，発達障害児をもつ母親は，子どもの乳幼児期に精

をもつ母親が最も支援を受けているサポート源は配偶

神的に不安定になり，その時期が最も支援が必要であ

者であり，湯沢ら（2007）によれば，自閉症児をもつ

ることを指摘している。これらの研究から，母親の精

母親が助けになると感じているサポート源は，同じ障

神的健康に子どもの年齢や発達段階が関連することが

害児をもつ親，障害児以外の我が子，親の会の友人な

示唆される。しかし，発達障害児をもつ母親の抑うつ

どである。そのような近親者からのソーシャルサポー

に着目し，子どもの年齢や発達段階との関係を検討し

トと精神的健康との関連について，山田（2010）は，

た研究は見当たらない。

自閉症スペクトラム児をもつ母親は，配偶者や，両親

また，植村・新美（1985）は，自閉症児をもつ母親

などの家族が養育に協力的である方が，精神的健康が

は，知的障害児をもつ母親よりもストレスが高いこと

高いことを報告している。抑うつについても，知的障

を，蓬郷ら（1987）は，知的障害児，脳性麻痺児，ダ

害児や肢体不自由児の母親の場合，配偶者からの養育

ウン症児を，もつ母親と比べても，ストレスが高いこ

に関するサポートとの関連が報告されている（松岡・

とを報告している。これらのことから，自閉症児をも

竹内・竹内，2002）
。しかし，発達障害児をもつ母親の

つ母親は，知的障害の明らかな障害児をもつ母親と比

場合の，近親者からのサポートと抑うつとの関連につ

べて精神的に不健康であることが示唆される。さらに

いての研究は十分ではない。

湯沢ら（2007）は，知的障害のない自閉症児をもつ母

このような近親者からのサポートに関する研究と並

親は，重度知的障害を伴う自閉症児をもつ母親よりも

んで，医療機関，療育機関，教育機関などの専門機関

子どもの障害を受け入れられない気持ちが高いことを

の支援状況に関する報告がある。野田（2010）は，広

報告している。岩崎・海蔵寺（2009）や松下（2003）

汎性発達障害児の家族に対する専門機関からの支援内

は，知的障害のない発達障害児をもつ母親の多くが，

容を，
「主体的対応力の支持」
，
「子どもに関する情報提

障害に起因する子どもの行動が躾によるものと誤解さ

供」
，「家族の困難受容」
，「日常の対応方法に関する情

れる経験をするなど，周囲から障害についての理解が

報提供」，
「支援者による連携」に分類している。呉・

得にくい状況にあることを指摘している。これらのこ

岡田・朴・中嶋（2006）は，障害児通園施設に通う児

とから，発達障害をもつ母親の抑うつと，知的障害の

童をもつ家族は，障害に関する知識や利用できる施設

有無との関連が示唆される。

や制度などの情報提供に関するニーズが高いことを報

以上のような母親の精神的健康と子どもの年齢や発

告している。また，地域の発達障害支援センターの相

達段階，知的障害の有無といった，子どもの属性との

談内容も，上位が子どもや問題行動への対応方法であ

関連についての研究は比較的多くあるが，母親の属性

ることから（愛知県，2006）
，専門機関が，家族にとっ

との関連についての研究は少ない。蓬郷ら（1987）は，

て重要なサポート源の一つであることは明らかであ

精神薄弱児，脳性麻痺児，ダウン症児をもつ母親の就

る。しかしながら，専門機関からのサポートと母親の

労とストレスとの関連を調査し，有意な関連はないこ

精神的健康，特に抑うつとの関連について調査した研

とを報告している。しかしながら，蓬郷らの調査時期

究は見当たらない。

と現在では，女性の社会参加に対する意識や就労率は

以上のことから，本研究では，子どもの発達段階・

異なることが考えられる。また障害のない子どもをも

知的障害，母親の就労ごとに，近親者や，専門機関か

つ母親を対象とした複数の研究では，就労している母

らのサポートと母親の抑うつとの関連について検討を
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する。

③ベックの抑うつ尺度

方

ベックら（Beck et al., 1961：1979）によって開発さ

法

れた抑うつ尺度（Beck Depreession Inventory：BDI）

対象

の日本語版（林・瀧本，1991）で 21 項目からなる。最

対象は，発達障害児をもつ母親 101 名である（有効
回答率 93％）。

近（この 1 週間）の気持ちについて，最もよくあては
まるものを 4 件で評定する。

母親の平均年齢は 42.8 歳（SD＝6.1），就労者（パー

結

トを含む）は 57 名（58.4％），子どもの平均人数は
2.14 人（SD＝0.8）であった。子どもの平均年齢は，

果

子どもと母親の属性ごとの各種ソーシャルサポート

12.0 歳（SD＝5.2）で，幼児期（2 歳〜6 歳）14 人，学

と母親の抑うつとの関連

童期（7 歳〜12 歳）42 人，青年期（13 歳〜18 歳）33

1

人，成人期（19 歳以上）12 人であった。また性別は男

子どもの発達段階及び各種ソーシャルサポートと
母親の抑うつ

児 84 名（84.0％），女児 17 名（16.0％）であった。

子どもの発達段階，すなわち幼児期（2 歳〜6 歳）
・

子どもが診断を受けた年齢は 5.7 歳（SD＝3.69）で

学童期（7 歳〜12 歳）
・青年期（13 歳〜18 歳）
・成人期

あった。障害名は広汎性発達障害が 89 名（30.7％），

（19 歳以上）と，各サポート得点の平均点以上（サポー

そのうち知的障害を伴うものが 35 名，ADHD が 10

ト高群）
・平均点未満（サポート低群）による母親の抑

名（5.9％），その う ち 知 的 障 害 を 伴 う も の が 2 名，

うつの差異について 2 要因分散分析を行った。

ADHD 及び LD が 2 名（1.9％）であった。全対象の

(1)

うち知的障害を伴うものは 37 名（44.7％）であった。
手続き

近親者からのサポート

近親者からの各サポートの分散分析結果を表 1 に示
す。配偶者からの道具的サポートについて，交互作用

Ａ県及びその周辺地域の複数の療育施設，医療機関，

が有意傾向であった（F（3，93)＝2.61，p＜.10）
。そ

教育機関，親の会の協力を得て，2011 年の 7 月から 10

こで単純主効果の検定を行った結果，幼児期において，

月にかけて質問紙調査を実施した。調査の目的及び倫

サポート低群は，サポート高群よりも抑うつが有意に

理的配慮に関して文書で説明し，直接または郵送で回

高かった（F（3，93)＝14.15，p＜.01）
。
情緒的サポートについては，交互作用が見られた（F

収した。

（3，93)＝3.40，p＜.05）
。そこで単純主効果の検定を

質問紙の構成

行った結果，幼児期においてサポート低群は，サポー

①ソーシャルサポート尺度
荒牧・田村（2003）の母親が受ける育児に関するソー
シャルサポートについて調べる尺度である。
「道具的

ト高群よりも抑うつが有意に高かった（F（3，93)＝
14.28，p＜.01）
。

サポート」と「情緒的サポート」の 2 因子，計 5 項目

親族，友人からの情緒的サポート，道具的サポート

からなる。本研究では，近親者からのサポートとして，

のいずれにおいても有意な差は見られなかった。

配偶者・親族（配偶者以外の家族）
・友人，それぞれに

(2) 専門機関からのサポート

ついて，“とてもそう思う” から “全くそうでない” の 5

専門機関からの各サポートの分散分析結果を表 2 に

件法で評定を求めた。

示す。専門機関からの，主体的対応力の支持，子ども

②家族支援尺度

に関する情報提供，家族の困難受容，日常の対応方法

野田（2010）の広汎性発達障害をもつ家族への専門

に関する情報提供，支援者による連携のいずれにおい

機関からの支援について調べる尺度である。
「主体的

ても有意な差は見られなかった。

対応力の支持」，
「子どもに関する情報提供」，「家族の

2

子どもの知的障害及び各種ソーシャルサポートと

困難受容」，「日常の対応方法に関する情報提供」，「支

母親の抑うつ

援者による連携」の 5 因子，20 項目からなる。本研究

子どもの知的障害の有・無と，各サポート得点の平

では，専門機関からのサポートとして，医療機関・療

均点以上（サポート高群）
・平均得点未満（サポート低

育機関・教育関連機関・その他（自由記述）のうち支

群）による母親の抑うつの差異について 2 要因分散分

援を受けているものを全て選択してもらい，それらの

析を行った。

機関の支援について “とてもそう思う” から “全くそう

(1)

近親者からのサポート

近親者からの各サポートの分散分析結果を表 3 に示

でない” の 5 件法で評定を求めた。
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（F（1，97)＝5.41，p＜.05）
。情緒的サポートの主効果
は見られなかった。

単純主効果の検定を行った結果，知的障害無群におい

友人からの道具的サポートについては，就労の主効

て，サポート低群は，サポート高群よりも抑うつが有

果が見られ，就労無群は，就労有群よりも抑うつが有

意に高く（F（3，93)＝6.50，p＜.05），サポート低群

意に高かった（F（1，97)＝5.54，p＜.05）
。道具的サ

において，知的障害無群は，知的障害有群よりも抑う

ポートの主効果は見られなかった。

つが有意に高かった（F（3，93)＝7.43，p＜.01）。

情緒的サポートについては，就労の主効果が見られ，

情緒的サポートについては，交互作用が見られた（F

就労無群は，就労有群よりも抑うつが有意に高かった

（1，97)＝4.27，p＜.05）。そこで，単純主効果の検定

（F（1，97)＝7.32，p＜.05）
。情緒的サポートの主効果

を行った結果，知的障害無群において，サポート低群

は見られなかった。

は，サポート高群よりも抑うつが有意に高く（F（1，

(2)

専門機関からのサポート

97)＝5.59，p＜.05），サポート低群において，知的障

専門機関からの各サポートについての分散分析の結

害無群は，知的障害有群よりも抑うつが有意に高かっ

果を表 6 に示す。専門機関からの主体的対応力の支持

た（F（1，97)＝6.79，p＜.05）。

については，就労の主効果が見られ，就労無群は，就

親族，友人からの情緒的サポート，道具的サポート

労有群よりも抑うつが有意に高かった（F（1，97)＝

のいずれにおいても有意な差は見られなかった。

8.18，p＜.05）
。主体的対応力の支持の主効果は見ら

(2) 専門機関からのサポート

れなかった。

専門機関からの各サポートの分散分析結果を表 4 に

子どもに関する情報提供については，交互作用が見

示す。専門機関からの主体的対応力の支持，子どもに

られた（F（1，97)＝5.30，p＜.05）。そこで単純主効

関する情報提供，家族の困難受容，日常の対応方法に

果の検定を行った結果，就労無群において，サポート

関する情報提供，支援者による連携のいずれにおいて

低群は，サポート高群よりも抑うつが有意に高く（F

も有意な差は見られなかった。
3

（1，97)＝4.51，p＜.05）
，サポート低群において，就

母親の就労及び各種ソーシャルサポートと抑うつ
母親の就労の有・無と，各サポートの平均点以上（高

労無群は，就労有群よりも抑うつが有意に高かった（F
（1，97)＝13.28，p＜.01）
。

サポート群）
・平均得点未満（低サポート群）による母
親の抑うつの差異について 2 要因分散分析を行った。
(1)

近親者からのサポート

家族の困難受容については，就労の主効果が見られ，
就労無群は，就労有群よりも抑うつが有意に高かった
（F（1，97)＝5.58，p＜.05）
。家族の困難受容の主効果

近親者からの各サポートの分散分析結果を表 5 に示

は見られなかった。

す。配偶者からの道具的サポートについては，就労の

日常の対応方法に関する情報提供については，交互

主効果が見られ，就労無群は，就労有群よりも抑うつ

作用が有意傾向であった（F（1，97)＝3.55，p＜.10）
。

が有意に高かった（F（1，97)＝6.01，p＜.05）。また

そこで単純主効果の検定を行った結果，就労無群にお

道具的サポートの主効果が見られ，サポート低群は，

いて，サポート低群は，サポート高群よりも抑うつが

高群よりも抑うつが有意に高かった（F（1，97)＝4.87，

有意に高く（F（1，97)＝4.47，p＜.05）
，サポート低

p＜.05）。

群において，就労無群は，就労有群よりも抑うつが有

情緒的サポートについては，就労の主効果が見られ，

意に高かった（F（1，97)＝8.94，p＜.01）
。

就労無群は，就労有群よりも抑うつが有意に高かった

支援者による連携について，就労の主効果が見られ，

（F（1，97)＝6.49，p＜.05）。また情緒的サポートの主

就労無群は，就労有群よりも抑うつが有意に高かった

効果が見られ，サポート低群は，高群よりも抑うつが

（F（1，97)＝5.99，p＜.05）
。他機関との連携の主効果

有意に高かった（F（1，97)＝5.73，p＜.05）。

は見られなかった。

親族からの道具的サポートについては，就労の主効
果が見られ，就労無群は，就労有群よりも抑うつが有
意に高かった（F（1，97)＝6.09，p＜.05）。道具的サ
ポートの主効果は見られなかった。
情緒的サポートについては，就労の主効果が見られ，
就労無群は，就労有群よりも抑うつが有意に高かった
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表1

子どもの発達段階と近親者からの各サポートの 2 要因分散分析の結果
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表2

第 11 号

2012

子どもの発達段階と専門機関からの各サポートの 2 要因分散分析の結果
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表3

表4

子どもの知的障害と近親者からの各サポートの 2 要因分散分析の結果

子どもの知的障害と専門機関からの各サポートの 2 要因分散分析の結果

子ども
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表5

表6

第 11 号
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母親の就労と近親者からの各サポートの 2 要因分散分析の結果

母親の就労と専門機関からの各サポートの 2 要因分散分析の結果
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考

にどのように対処すればよいのか分からず，困惑する

察

ことが多く，子どもの障害や対応方法について教えて

本研究では，発達障害児の家族支援として母親の抑

ほしいといったニーズが高い（呉ら，2006：玉木，2006）

うつ予防を踏まえた有効な支援のための示唆を得るた

ことが報告されている。本研究において関連が認めら

めに，子どもの発達段階・知的障害，母親の就労ごと

れた，子どもに関する情報提供や日常の対応方法につ

の各種ソーシャルサポートと母親の抑うつとの関連に

いてのサポートは，発達障害児をもつ母親のニーズに

ついて検討した。以下にそれぞれの結果について考察

合ったサポートであると考えられ，このようなサポー

する。

トが発達障害児をもつ母親の抑うつの予防において有

子どもの発達段階について，子どもが幼児期の場合，

効であることが示唆された。

配偶者からの道具的サポートと情緒的サポートが少な

今 後 の 課 題

い母親は，
そうでない母親に比べて抑うつが高かった。
幼児期は育児ストレスが高い時期である（湯沢ら，

本研究では，子どもの発達段階に着目したが，幼児

2007：森口ら，2008）ことに加え，発達障害の診断告

期・成人期は，学童期・青年期と比べてのサンプル数

知後の月日も浅く，診断をめぐる葛藤も少なくないの

が少なかった。今後は生涯発達の視点からも，幼児期，

ではないかと考える。そのような時期に，配偶者から

成人期のサンプルを増やし，家族支援について検討し

の養育に関するサポートを受けることは，母親の抑う

ていく必要がある。

つ軽減につながることが示唆された。したがって，特

子どもの養育において，母親の果たす役割が大きい

に幼児期の子どもをもつ母親の支援においては，配偶

ことは言うまでもなく，障害児の家族に関する研究で

者からのサポートが得られるように環境調整を行うこ

も母親を対象としたものがほとんどであり，本研究で

とが有用で，配偶者からのサポートが得られない母親

も母親を対象とした。しかし，発達障害児をもつ父親

については，抑うつが高まる可能性があることを認識

（配偶者）も，通常の育児では体験しない様々な出来事

して，各種サポート体制を整えていく必要があると考

に遭遇し，心理的負担感があることが推測される。ま

える。

た，本研究で父親は母親の重要な支えであることが明

子どもの知的障害について，子どもが知的障害を伴
わない場合，配偶者からの道具的サポートと情緒的サ

らかとなったことからも，発達障害児をもつ父親も対
象とした研究を行うことは今後の課題である。

ポートが少ない母親は，そうでない母親に比べて抑う

謝

つが高かった。北川・七木田・今塩屋（1995）は，知

辞

的障害幼児や肢体不自由幼児をもつ母親は，配偶者と

統計のご指導をいただきました原口雅浩先生に心よ

よく話し合うなどのサポートを受けているほど，精神

り感謝申し上げます。本研究の調査にご協力ください

的健康が高いことを報告しているが，本研究で，知的

ました，Ａ県及びその周辺地域の医療機関・療育施設

障害のない発達障害児において，北川らを支持する結

に通われているお母様方，親の会の会員のお母様方，

果が得られた。知的障害を伴わない発達障害児をもつ

通級指導教室の親の会のお母様方に心より御礼申し上

親は，子どもに障害があることに気づきにくく（岩崎・

げます。

海蔵寺，2009），障害を受け入れられない気持ちが強い

引

（湯沢ら，2007）という報告がある。このことから，知

用

文

献

的障害を伴わない発達障害児の母親は，周囲からサ
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Research of the factors relevant to depressive mothers of children with developmental
disorder
―Focusing on attribute of both children and mothers, and their social supports.―
RINA MICHIHARA (Graduate School of Psychology, Kurume University)
SUMIKO IWAMOTO (Department of Psychology, Kurume University)
Abstract
This research aimed to investigate the relation of childrenʼ s developmental stage, mental retardation, the
motherʼs work, and their social supports and maternal depression to get effective family support for children with
developmental disorder. The subjects were 101 mothers whose children were developmental disorder aged 3 to 25.
As a method, questionnaire were administrated about depression and social supports from close others (e. g. spouse,
friends, relatives) and from professional staff members. Analysis of variance revealed as follows : (1) When the
children were infancy, the mothers with little substantial and emotional supports from a spouse had higher
depression rate than the mothers who had (sufficient support). (2)When the children without mental retardation, the
mothers with little substantial and emotional supports from a spouse had higher depression rate than the mothers
who had (sufficient support). (3)When the mothers were not employed, the mothers with little information from
professionals about parenting and not knowing how to cope with difficulties of children had higher depression rate
than the mothers who had sufficient support. The results suggest when the children were infancy, substantial and
emotional supports from a spouse were useful of parenting for children without mental retardation for the
prevention of maternal depression They also suggest professional organizations should provide information about
parenting and daily strategy of childrenʼs difficulties to mothers who were not employed. Those supports lead to
prevention from maternal depression.
Key words : developmental disorder, depressive mother, social supports
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