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研究要旨
昨年度は発達障害をもつ母親を対象にした質的研究を行い、養育レジリエンスの構成要
素を 5 つ（親意識、自己効力感、特徴理解、社会的支援、見通し）明らかにした。本年度
はそれらの構成要素に基づき、発達障害児をもつ母親のレジリエンスを評価する養育レジ
リエンス質問票（parenting resilience questionnaire: PRQ）を量的研究手法により、新た
に開発した。
発達障害をもつ母親 424 名中 363 名を対象にして、
PRQ の心理測定学的特性を検討した。
因子分析の結果、16 項目による 3 因子構造が妥当であると判断された。そして、各因子に
ついて「特徴理解」
、
「社会的支援」
、
「肯定的受容」と名付けた。さらに、PRQ の各因子が
保護者の抑うつ症状及び養育行動を予測する重回帰分析を実施した。特徴理解は養育行動
を有意に予測した一方、社会的支援は抑うつ症状を有意に予測していた。また、肯定的受
容は、抑うつ症状と養育行動の両変数を有意に予測していた。
以上の結果から、本研究で開発した PRQ は、発達障害児をもつ母親において、レジリエ
ンスを計測する尺度として適切なものであることが予想され、今後、発達障害臨床で活用
できるものと予測された。
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Ｇ．知的財産権の出願・登録状況
１．特許取得
なし
２．実用新案登録
なし
３．その他
なし

表1

本研究対象（保護者）の基本属性 (N = 363)

変数
年齢（28 – 54 歳）
大学卒業（%）
就労（%）
子どもの数 （1 - 4）
対象児の出生順位 (1 - 4)
対象児の年齢 (3 -18 歳)
対象児の診断時年齢 (1 - 16 歳)
薬物療法 (%)
対象児の父親の不在 (%)

平均 (SD)/割合
41.58 (5.40)
18.73
57.85
2.02 (0.78)
1.44 (0.67)
10.18 (3.50)
6.61 (3.17)
55.92
16.25

表 2 子どもの診断名 (%)
ADHD
ASD
ADHD+ASD
LD のみ
ID のみ
不明

25.90
42.42
26.45
1.93
1.38
1.93

+LD

+ID

4.41
1.93
5.79

1.10
4.13
1.38

N = 363
ADHD：注意欠如多動性障害 ASD：自閉症スペクトラム LD:学習障害
ID:知的障害

表 3 相関関係
PRQ

PS

CES-D

GHQ

SDQ

特徴理解
社会的支援
肯定的受容
総得点

-.27***
-.19***
-.37***
-.35***

-.22***
-.44***
-.31***
-.47***

-.18***
-.39***
-.21***
-.39***

-.07***
-.18***
-.13***
-.18***

* < .05, ** < .01, *** < .001
PS: parenting scale (over-activity), CES-D: center for epidemiologic studies depression
scale, GHQ: general health questionnaire-12, SDQ: strength and difficulties
questionnaire (total difficulties score)

表 4 重回帰分析
PS

CES-D

β
GHQ
SDQ total difficulties score
特徴理解
社会的支援
肯定的受容
R2
Adjusted R2

.16
.11
-.13
.00
-.27

t
2.87***
2.04***
-2.29***
.09***
-4.68***
.20***
.18***

β

t

.70
.09
-.02
-.11
-.11

19.30***
2.70***
-.54***
-2.96***
-3.08***
.67***
.67***

* < .05, ** < .01, *** < .001
PS: parenting scale (over-activity), CES-D: center for epidemiologic studies depression
scale, GHQ: general health questionnaire, SDQ: strength and difficulties questionnaire

