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母親の心身的な健康の状態を整えた上で,  
子どものケアを学ぶ1

プログラムの展開

ChildcareSelfcare

発達障害児の不安軽減に向けた家族参加型CBTの受容性と有効性 プログラム内容
について①

参考：
1. 瀧澤悠・Judith Murray・Matthew Bambling・松本有貴・石本雄真・山根隆宏... Sisira Edirippulige (2021). 今日から始める子どもの心の支援- 心理学と神経科学の融合から得られる理
解– 今井出版
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◆ マインドフルネス・エクササイズ：より家庭で取り組みやすい方法を提案 (丁寧にお皿を
拭く,一字一字に集中して字を書く等)

◆呼吸法：ヨガインストラクターに依頼し,母親の育児ストレス解消のための動画を制作
➾YouTubeで限定配信 (腹式呼吸法, 寝る前の呼吸法, イライラした時の呼吸法等)

➾子どもに対し感情的な反応をしそうになった時に呼吸法を取り入れる
◆ポジティブ感情を増やすワーク：ポジティブな出来事に注目した日記１

◆Iメッセージ：「わたし」メッセージによるコミュニケーション２

Selfcare 母親に対するアプローチ
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発達障害児の不安軽減に向けた家族参加型CBTの受容性と有効性

参考：
1. Kashdan, T., & Ciarrochi, J.（2013）Mindfulness, Acceptance, and Positive Psychology: The Seven Foundations of Well-Being. Oakland：New Harbinger   Publications, Inc. 
(カシュダン トッド B.・チャロッキ J. 小原圭司（監訳）(2019). ポジティブ心理学, ACT, マインドフルネス: しあわせな人生のための7つの基本 星和書店)
2. Gordon, T. (1974). TEACHER EFFECTIVENESS TRAINING. Crown. (ゴードン, T. 奥沢良雄・市川千秋・近藤千恵(訳)(1985). 教師学：効果的な教師＝生徒関係の確立小学館)

プログラム内容
について②



◆ポジティブペアレンティング：選択肢を与える(おやつの種類や習い事等),子どもの意
思を大事にする, 先回りの対応を控える,子どもの気持ちを受容・共感する等１・２・3

◆子どもの不安症状の確認方法：言語化できない可能性を踏まえて, 身体反応や色
を使った表現を用いる
◆従来のCBTを踏襲した内容：心理教育や不安刺激への馴化方法等１

親介在型による子どもへのアプローチ
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➾子どもの同意のもと,不安刺激に少しずつ慣れる練習 (留守番の時間を少しずつ長くする等)

➾好きな活動をしながら不安刺激に慣れる練習 (暗い所が怖いが, 好きな映画を見るために映画
館に行く, 好きな電車のイベントで知らない人がいる場面に慣れる等)

発達障害児の不安軽減に向けた家族参加型CBTの受容性と有効性

Childcare

プログラム内容
について③

参考：
1. Wood, J. J., & Gadow, K. D. (2010). Exploring the nature and function of anxiety in youth with autism spectrum disorders. Clinical Psychology: Science and Practice, 17, 

281-292.
2. Wood, J. J., Drahota, A., Sze, K., Har, K., Chiu, A., & Langer, D. (2009). Cognitive behavioral therapy for anxiety in children with autism spectrum disorders：a randomized, 

controlled trial. The Journal of Child Psychology and Psychiatry, 50, 224‐234.
3. Bogels, S. M., Hellemans, J., van Deursen, S., Römer, M., & van der Meulen, R. (2014). Mindful parenting in mental health care: effects on parental and child 

psychopathology, parental stress, parenting, coparenting, and marital functioning. Mindfulness, 5(5), 536-551.
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発達障害児の不安軽減に向けた家族参加型CBTの受容性と有効性

測定で用いられた尺度
効果指標など ①

◆ 子どもの不安症状：スペンス児童用不安尺度 親評価用 (SCAS-P； Nauta et al., 2004 ）日本語版
（Ishikawa et al., 2014）38項目 【0：ぜんぜんない】から【3：いつもそうだ】の 4件法
6因子：分離不安症 社交不安 強迫症 全般不安症 パニック/広場恐怖 外傷恐怖

◆ 子どもの強さと困難さ：Strength and Difficulties Questionnaire 親評価用 (SDQ；Goodman, 1997) 
日本語版(Matsuishi et al., 2008) 25項目 【0：あてはまらない】から 【 2：まああてはまる】の 3件法
5因子：情緒の問題 行為の問題 多動/不注意 仲間関係の問題 向社会性

◆ 親の精神的健康：Depression Anxiety Stress Scales 日本語・短縮版(DASS 21；Lovibond &
Lovibond, 1995)  21項目【0：まったくそうではない】から【3：非常にそうである】 の４件法
3因子：抑うつ 不安 ストレス

◆ 親の養育態度：肯定的・否定的養育行動尺度 標準版(PNPS; PNPS開発チーム；伊藤ら, 2014)
24項目 【1: ない・ほとんどない】から【4: 非常によくある】の4件法
6因子：肯定的養育態度(関与・見守り, 肯定的応答性, 意思の尊重), 否定的養育態度(非一貫性, 過干渉, 
厳しい叱責・体罰) ※2次因子：肯定的養育態度/否定的養育態度

◆ 養育ストレス：発達障害児・者をもつ親のストレッサー尺度(DDPSI) 経験頻度 山根, 2013
18項目【0：全くなかった】～【3：よくあった】の４件法
4因子：理解・対応の困難, 将来・自立への不安, 周囲の理解のなさ, 障害認識の葛藤
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発達障害児の不安軽減に向けた家族参加型CBTの受容性と有効性

測定で用いられた尺度
効果指標など ②

◆ コロナウイルス感染拡大に対する不安 研究代表者作成
「現在, あなた (あなたのお子さん)は新型コロナウィルスの感染拡大による不安やストレスを感じている」
2項目（親・子）【1：まったくそうではない】から【4：非常にそうである】 の４件法

◆ プログラム内容の取り組みの程度に関する質問 研究代表者作成
「FCBTプログラムでご紹介した内容のうち、日常生活で実際に取り組まれた内容について教えてください。取り組
まれた程度は、おおよその目安として教えてください。」
9項目 (選択肢を与える, 先回りの対応を控える, ポジティブ感情を増やすエクササイズ, マインドフルネス,呼吸法, 
Iメッセージの使用, 不安刺激への対処方法を教える,不安刺激に徐々に慣れる練習をする, 不安刺激に好きな
ことを絡めて練習をする )に対し，【1: ほぼ取り組まなかった】から【5：非常によく取り組んだ】の5件法
※介入期間終了後とフォローアップ時に確認

◆ プログラムの他者への推奨意向 研究代表者作成
「本研究では、今後もこのプログラムを実施する予定です。このプログラムについて、あなたのお子さまと同じような
症状のお子さまをお持ちのお母さまにご紹介してみたいと思いますか？」
回答項目： はい いいえ わからない
※介入期間終了後に確認
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発達障害児の不安軽減に向けた家族参加型CBTの受容性と有効性

介入の有効性の検証方法
分析方法

◆ 準実験デザイン(quasi-experimental design)を採用したため, 介入前に有意な群
間差がみられた場合には, 差得点分析を採用1

◆分析にはIBM SPSS Statistics 27,  HAD Version16(清水, 2016)を使用

YES
（RCT）

無作為化され
ているか？

介入前の各変数
に

群間差がない

介入前の各変数
に

群間差があるNO
（準実験デザイン）

混合計画
分散分析

差得点分析

混合計画
分散分析

参考：
1. Grimm, L.G., & Yarnold, P.R. (2001) Reading and Understanding More Multivariate Statistics, Washington DC：American Psychological Association. 
(グリム,  L.G.・ヤーノルド,  P.R. 小杉考司 (監訳)(2016). 研究論文を読み解くための多変量解析入門 応用篇北大路書房)
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発達障害児の不安軽減に向けた家族参加型CBTの受容性と有効性

介入参加者の応募～分析までのプロセス

◆個別セッションへの参加者：日程が合わなかったケース等
◆対照群のスクリーニング：子どもに知的障害がなく,Pre期の不安得点が平均値１以上で
子どもの不安症状軽減のためのプログラムに関心がある親を対象

スクリーニング

参考：
１. Ishimoto Y., Yamane T., & Matsumoto Y. (2019). Anxiety Levels of Children with Developmental Disorders in Japan：Based on Reports Provided by Parents. Journal of Autism and 
Developmental Disorders, 49, 3898-3905.
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発達障害児の不安軽減に向けた家族参加型CBTの受容性と有効性

子どもの症状の変化
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◆交互作用がみられた症状のみを表示
◆従属変数：社交不安症,情緒の問題,多動不注意の得点

結果①
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発達障害児の不安軽減に向けた家族参加型CBTの受容性と有効性

母親の症状の変化

◆有意な群間差がみられた症状のみを表示
◆従属変数：意志の尊重, 否定的養育態度の得点
◆差得点分析で検討：介入群の「意思の尊重」と「否定的養育態度」の変化が対照群
よりも大きかった(t(31)＝3.57～2.20, p< .05, g adj= .84～1.36)。

結果②

各変数 時期 M SD Pre-Postの差 SD M SD Pre-Postの差 SD t Hedges ｇ adj

関与見守り Pre 11.13 1.96 0.21 2.00 12.00 2.45 0.44 1.24 -.13
Post 10.92 2.36 11.56 2.19

肯定的応答性 Pre 13.92 2.00 0.21 1.82 15.22 1.99 -0.33 0.71 .33
Post 13.71 2.39 15.56 1.33

意思の尊重 Pre 10.67 1.90 -0.96 1.27 13.00 1.73 1.00 1.73 3.57 ** 1.36
Post 11.63 1.81 12.00 2.06

過干渉 Pre 7.17 2.22 0.87 1.62 6.11 1.36 -0.22 0.67 1.95 * .74
Post 6.29 1.76 6.33 1.32

非一貫性 Pre 9.25 2.52 0.71 1.68 6.89 2.03 0.11 1.54 .35
Post 8.54 2.19 6.78 1.48

厳しい叱責・体罰 Pre 8.50 2.80 1.13 1.92 6.44 2.24 -0.11 1.54 .66
Post 7.38 2.41 6.56 2.24

肯定的養育　 Pre 35.71 3.95 -0.54 3.08 40.22 5.36 1.11 2.37 .55
Post 36.25 4.73 39.11 3.30

否定的養育　 Pre 24.92 5.52 2.71 3.63 19.44 4.42 -0.22 2.68 2.20 * .84
Post 22.21 4.25 19.67 4.72

 注. 主効果・交互作用、差得点分析の結果は有意な結果を示す。 太字＝介入前に群間で差があった変数名     **p  < .01  *p  < .05

介入群（n =24) 対照群（n =9) 差得点の比較

親
の
養
育
態
度


介入群PrePosFU★ ★



						　FCBT群の平均値の変化(PRE・POS・FU) グン ヘイキンチ ヘンカ

						尺度（n＝21）						Pre						Post						FU				F値 チ		多重比較 タジュウヒカク						効果量 コウカリョウ				偏η2

												平均 ヘイキン		SD				平均 ヘイキン		SD				平均 ヘイキン		SD				Pre-Post		Pre-FU		Post-FU

						子どもの変数 コ ヘンスウ

		0								パニック/広場恐怖 ヒロバキョウフ		3.19		2.99				2.05		1.91				2.24		1.91		2.46		n.s		n.s		n.s		.33				.11

		1								分離不安		6.86		3.79				5.52		3.96				4.76		3.96		4.60*		n.s		n.s		n.s		.56				.19

		2								外傷恐怖		6.14		3.15				6.05		3.19				5.33		3.19		1.50		n.s		n.s		n.s		.24				.07

		3								社交不安 シャコウフアン		6.90		4.23				5.86		4.28				5.90		4.28		2.15		n.s		n.s		n.s		.23				.10

		4								強迫性障害		3.48		4.42				2.52		3.41				2.48		3.41		0.99		n.s		n.s		n.s		.28				.05

		5								全般性不安症 ショウ		6.05		2.25				5.48		3.19				4.62		3.19		3.89*		n.s		n.s		n.s		.53				.16

		6						SCAS-P 総合				32.62		14.17				27.48		12.40				25.33		12.40		4.51*		n.s		n.s		n.s		.49				.18

		7								情緒の問題		4.48		1.75				3.57		2.29				3.81		2.29		2.27		n.s		n.s		n.s		.30				.10

		8								行為の問題		3.48		2.60				3.05		1.77				2.90		1.77		1.27		n.s		n.s		n.s		.25				.06

		9								多動・不注意		6.05		2.42				5.33		2.31				5.38		2.31		1.40		n.s		n.s		n.s		.25				.07

		10								仲間関係の問題		4.05		2.64				4.38		2.85				4.00		2.85		0.46		n.s		n.s		n.s		.02				.02

		11								向社会性		4.24		2.90				4.43		2.82				4.10		2.82		0.33		n.s		n.s		n.s		.05				.02

		12						総合的な困難				18.05		6.52				16.33		6.22				16.10		6.22		1.74		n.s		n.s		n.s		.29				.08

						親の変数 オヤ ヘンスウ

		13								理解・対応の困難		9.00		4.42				5.95		3.80				6.10		3.80		5.34**		>		>		n.s		.58				.21

		14								将来・自立への不安		7.33		4.19				6.05		3.65				6.24		3.65		1.79		n.s		n.s		n.s		.27				.08

		15								周囲の理解のなさ		2.57		2.73				2.29		2.28				2.00		2.28		0.57		n.s		n.s		n.s		.23				.03

		16								障害認識の葛藤		5.48		2.89				3.24		2.21				3.29		2.21		8.84**		>		>		n.s		.79				.31

		17						DDPSI総合				24.38		11.40				17.52		7.29				17.62		7.29		5.73**		>		>		n.s		.57				.22

		18								関与・見守り ミマモ		11.19		2.09				10.90		2.51				10.76		2.51		0.54		n.s		n.s		n.s		.21				.03

		19								肯定的応答性		13.95		2.13				13.62		2.50				13.90		2.50		0.41		n.s		n.s		n.s		.02				.02

		20								意思の尊重		10.57		1.91				11.43		1.75				10.90		1.75		4.26*		<		n.s		n.s		.17				.18

		21								過干渉		7.38		2.29				6.38		1.83				7.00		1.83		2.41		>		n.s		n.s		.16				.11

		22								非一貫性		9.14		2.61				8.48		2.32				8.05		2.32		3.67*		n.s		>		n.s		.37				.16

		23								厳しい叱責・体罰		8.24		2.68				7.33		2.54				6.71		2.54		7.05**		n.s		>		n.s		.61				.26

		24						肯定的養育				35.71		4.17				35.95		4.89				35.57		4.89		0.14		n.s		n.s		n.s		.03				.01

		25						否定的養育				24.76		5.58				22.19		4.47				21.76		4.47		6.37**		>		>		n.s		.50				.24

		26								不安 フアン		5.33		5.27				4.19		4.14				4.76		4.14		0.34		n.s		n.s		n.s		.10				.02

		27								抑うつ ヨク		10.29		10.18				7.14		5.95				8.29		5.95		1.58		n.s		n.s		n.s		.21				.07

		28								ストレス		15.43		9.06				13.52		7.90				13.81		7.90		1.10		n.s		n.s		n.s		.17				.05

		29						DASS総合 ソウゴウ				31.05		21.38				24.86		14.39				26.86		14.39		1.30		n.s		n.s		n.s		.18				.06

						Note1. Preは介入前、Postは介入終了1週間後、FUは介入終了3ヶ月後に測定     カイニュウマエ カイニュウ シュウリョウ シュウカン ノチ カイニュウ シュウリョウ ゲツ アト ソクテイ

						Note2. 多重比較はBonferroni法、効果量Hedges g adjはPre-FUで算出 タジュウヒカク コウカリョウ サンシュツ																														 * p<.05, **p<.01











介入群PrePosFU★



						　FCBT群の平均値の変化(PRE・POS・FU) グン ヘイキンチ ヘンカ

						尺度（n＝21）				Pre						Post						FU				F値 チ		多重比較 タジュウヒカク						df		効果量 コウカリョウ				偏η2

										平均 ヘイキン		SD				平均 ヘイキン		SD				平均 ヘイキン		SD				Pre-Post		Pre-FU		Post-FU

						子どもの変数 コ ヘンスウ

		0						パニック/広場恐怖 ヒロバキョウフ		3.19		2.99				2.05		1.91				2.24		1.91		2.46		n.s		n.s		n.s		2, 40		.33				.11

		1						分離不安		6.86		3.79				5.52		3.96				4.76		3.96		4.60*		n.s		n.s		n.s		2, 40		.56				.19

		2						外傷恐怖		6.14		3.15				6.05		3.19				5.33		3.19		1.50		n.s		n.s		n.s		2, 40		.24				.07

		3						社交不安 シャコウフアン		6.90		4.23				5.86		4.28				5.90		4.28		2.15		n.s		n.s		n.s		2, 40		.23				.10

		4						強迫性障害		3.48		4.42				2.52		3.41				2.48		3.41		0.99		n.s		n.s		n.s		2, 40		.28				.05

		5						全般性不安症 ショウ		6.05		2.25				5.48		3.19				4.62		3.19		3.89*		n.s		n.s		n.s		2, 40		.53				.16

		6						SCAS-P 総合		32.62		14.17				27.48		12.40				25.33		12.40		4.51*		n.s		n.s		n.s		2, 40		.49				.18

		7						情緒の問題		4.48		1.75				3.57		2.29				3.81		2.29		2.27		n.s		n.s		n.s		2, 40		.30				.10

		8						行為の問題		3.48		2.60				3.05		1.77				2.90		1.77		1.27		n.s		n.s		n.s		2, 40		.25				.06

		9						多動・不注意		6.05		2.42				5.33		2.31				5.38		2.31		1.40		n.s		n.s		n.s		2, 40		.25				.07

		10						仲間関係の問題		4.05		2.64				4.38		2.85				4.00		2.85		0.46		n.s		n.s		n.s		2, 40		.02				.02

		11						向社会性		4.24		2.90				4.43		2.82				4.10		2.82		0.33		n.s		n.s		n.s		2, 40		.05				.02

		12						総合的な困難		18.05		6.52				16.33		6.22				16.10		6.22		1.74		n.s		n.s		n.s		2, 40		.29				.08

						親の変数 オヤ ヘンスウ

		13						理解・対応の困難		9.00		4.42				5.95		3.80				6.10		3.80		5.34**		>		>		n.s		2, 40		.58				.21

		14						将来・自立への不安		7.33		4.19				6.05		3.65				6.24		3.65		1.79		n.s		n.s		n.s		2, 40		.27				.08

		15						周囲の理解のなさ		2.57		2.73				2.29		2.28				2.00		2.28		0.57		n.s		n.s		n.s		2, 40		.23				.03

		16						障害認識の葛藤		5.48		2.89				3.24		2.21				3.29		2.21		8.84**		>		>		n.s		2, 40		.79				.31

		17						DDPSI総合		24.38		11.40				17.52		7.29				17.62		7.29		5.73**		>		>		n.s		2, 40		.57				.22

		18						関与・見守り ミマモ		11.19		2.09				10.90		2.51				10.76		2.51		0.54		n.s		n.s		n.s		2, 40		.21				.03

		19						肯定的応答性		13.95		2.13				13.62		2.50				13.90		2.50		0.41		n.s		n.s		n.s		2, 40		.02				.02

		20						意思の尊重		10.57		1.91				11.43		1.75				10.90		1.75		4.26*		<		n.s		n.s		2, 40		.17				.18

		21						過干渉		7.38		2.29				6.38		1.83				7.00		1.83		2.41		>		n.s		n.s		2, 40		.16				.11

		22						非一貫性		9.14		2.61				8.48		2.32				8.05		2.32		3.67*		n.s		>		n.s		2, 40		.37				.16

		23						厳しい叱責・体罰		8.24		2.68				7.33		2.54				6.71		2.54		7.05**		n.s		>		n.s		2, 40		.61				.26

		24						肯定的養育		35.71		4.17				35.95		4.89				35.57		4.89		0.14		n.s		n.s		n.s		2, 40		.03				.01

		25						否定的養育		24.76		5.58				22.19		4.47				21.76		4.47		6.37**		>		>		n.s		2, 40		.50				.24

		26						不安 フアン		5.33		5.27				4.19		4.14				4.76		4.14		0.34		n.s		n.s		n.s		2, 40		.10				.02

		27						抑うつ ヨク		10.29		10.18				7.14		5.95				8.29		5.95		1.58		n.s		n.s		n.s		2, 40		.21				.07

		28						ストレス		15.43		9.06				13.52		7.90				13.81		7.90		1.10		n.s		n.s		n.s		2, 40		.17				.05

		29						DASS総合 ソウゴウ		31.05		21.38				24.86		14.39				26.86		14.39		1.30		n.s		n.s		n.s		2, 40		.18				.06

						Note1. Preは介入前、Postは介入終了1週間後、FUは介入終了3ヶ月後に測定     カイニュウマエ カイニュウ シュウリョウ シュウカン ノチ カイニュウ シュウリョウ ゲツ アト ソクテイ

						Note2. 多重比較はBonferroni法、効果量Hedges g adjはPre-FUで算出 タジュウヒカク コウカリョウ サンシュツ																														 * p<.05, **p<.01











分散分析と差得点合体★★



						表2 混合計画分散分析の結果 ヒョウ

														介入群（n=24) カイニュウグン										対照群（n=9) タイショウグン										分散分析 ブンサンブンセキ										差得点の比較 ヒカク

										各変数 カクヘンスウ		時期 ジキ		M		SD		Pre-Postの差 サ		SD				M		SD		Pre-Postの差 サ		SD						F				η2				t				Hedges ｇadj

		0								パニック/広場恐怖 ヒロバキョウフ		Pre		2.92		2.90		0.75		2.63				4.89		3.48		1.78		2.44				主効果(時期) シュコウカ ジキ		6.29		*		.17								.39

												Post		2.17		2.22								3.11		2.37								主効果(群) シュコウカ グン

																																		交互作用 コウゴサヨウ

		1								分離不安 フアン		Pre		6.54		3.75		0.92		3.34				7.89		4.31		-0.67		3.81				主効果(時期) シュコウカ ジキ														.45

												Post		5.63		3.84								8.56		3.97								主効果(群) シュコウカ グン

																																		交互作用 コウゴサヨウ

		2								外傷恐怖		Pre		5.83		3.12		0.25		2.35				5.22		2.99		0.44		1.33				主効果(時期) シュコウカ ジキ														.09

												Post		5.58		3.26								4.78		3.03								主効果(群) シュコウカ グン

																																		交互作用 コウゴサヨウ

		3								社交不安 シャコウフアン		Pre		6.71		4.09		1.08		2.36				8.33		3.43		-1.00		3.20				主効果(時期) シュコウカ ジキ										2.05		*		.78

												Post		5.63		4.12								9.33		4.30								主効果(群) シュコウカ グン

																																		交互作用 コウゴサヨウ		4.20		*		.12

		4								強迫性障害		Pre		3.38		4.23		0.79		2.73				3.44		3.43		-0.22		1.99				主効果(時期) シュコウカ ジキ														.39

												Post		2.58		3.31								3.67		2.45								主効果(群) シュコウカ グン

																																		交互作用 コウゴサヨウ

		5								全般性不安症 ショウ		Pre		5.92		2.38		0.42		2.34				7.67		2.55		1.44		1.42				主効果(時期) シュコウカ ジキ		4.95		*		.14								.47

												Post		5.50		3.41								6.22		2.17								主効果(群) シュコウカ グン

																																		交互作用 コウゴサヨウ

		6								SCAS-P 総合		Pre		31.29		14.20		4.21		10.76				37.44		13.33		1.78		7.97				主効果(時期) シュコウカ ジキ														.23

												Post		27.08		13.02								35.67		13.87								主効果(群) シュコウカ グン

																																		交互作用 コウゴサヨウ

		7								情緒の問題		Pre		4.46		1.89		0.71		1.99				4.22		2.22		-1.22		2.28				主効果(時期) シュコウカ ジキ										2.39		*		.91

												Post		3.75		2.54								5.44		2.19								主効果(群) シュコウカ グン

																																		交互作用 コウゴサヨウ		5.71		*		.16

		8								行為の問題		Pre		3.83		2.71		0.46		1.84				3.22		2.39		0.44		1.24				主効果(時期) シュコウカ ジキ														.01

												Post		3.38		1.93								2.78		1.79								主効果(群) シュコウカ グン

																																		交互作用 コウゴサヨウ

		9								多動不注意		Pre		6.21		2.30		0.62		1.95				5.56		1.74		-1.11		2.71				主効果(時期) シュコウカ ジキ														.78

												Post		5.58		2.28								6.67		2.65								主効果(群) シュコウカ グン

																																		交互作用 コウゴサヨウ		4.17		*		.12

		10								仲間関係の問題		Pre		3.88		2.52		-0.25		2.15				4.33		2.35		0.56		1.88				主効果(時期) シュコウカ ジキ														.38

												Post		4.13		2.82								3.78		1.72								主効果(群) シュコウカ グン

																																		交互作用 コウゴサヨウ

		11								向社会性		Pre		4.13		2.82		-0.04		2.07				5.00		2.45		-0.78		1.56				主効果(時期) シュコウカ ジキ														.37

												Post		4.17		2.73								5.78		1.86								主効果(群) シュコウカ グン

																																		交互作用 コウゴサヨウ

		12								総合的な困難　		Pre		18.38		6.28		1.54		5.59				17.33		4.61		-1.33		3.77				主効果(時期) シュコウカ ジキ														.54

												Post		16.83		6.25								18.67		3.97								主効果(群) シュコウカ グン

																																		交互作用 コウゴサヨウ

		13								理解対応の困難		Pre		8.96		4.22		2.46		4.53				6.44		4.45		1.78		3.73				主効果(時期) シュコウカ ジキ		6.24		*		.17								.15

												Post		6.50		4.06								4.67		5.05								主効果(群) シュコウカ グン

																																		交互作用 コウゴサヨウ

		14								将来自立への不安		Pre		7.29		4.11		1.21		3.37				9.44		2.30		2.44		2.92				主効果(時期) シュコウカ ジキ		8.20		**		.21								-.37

												Post		6.08		3.62								7.00		3.67								主効果(群) シュコウカ グン

																																		交互作用 コウゴサヨウ

		15								周囲の理解のなさ		Pre		2.54		2.55		0.25		2.83				2.33		2.29		0.11		2.03				主効果(時期) シュコウカ ジキ														.05

												Post		2.29		2.33								2.22		2.49								主効果(群) シュコウカ グン

																																		交互作用 コウゴサヨウ

		16								障害認識の葛藤		Pre		5.33		2.76		2.00		2.64				3.67		2.29		1.11		1.83				主効果(時期) シュコウカ ジキ		10.51		*		.25								.35

												Post		3.33		2.10								2.56		2.65								主効果(群) シュコウカ グン

																																		交互作用 コウゴサヨウ

		17								DDPSI総合		Pre		24.13		11.02		5.92		10.34				21.89		7.99		5.44		8.56				主効果(時期) シュコウカ ジキ		8.60		*		.22								.05

												Post		18.21		7.80								16.44		11.65								主効果(群) シュコウカ グン

																																		交互作用 コウゴサヨウ

		18								関与見守り		Pre		11.13		1.96		0.21		2.00				12.00		2.45		0.44		1.24				主効果(時期) シュコウカ ジキ														-.13

												Post		10.92		2.36								11.56		2.19								主効果(群) シュコウカ グン

																																		交互作用 コウゴサヨウ

		19								肯定的応答性		Pre		13.92		2.00		0.21		1.82				15.22		1.99		-0.33		0.71				主効果(時期) シュコウカ ジキ														.33

												Post		13.71		2.39								15.56		1.33								主効果(群) シュコウカ グン		4.41		*		.13

																																		交互作用 コウゴサヨウ

		20								意思の尊重		Pre		10.67		1.90		-0.96		1.27				13.00		1.73		1.00		1.73				主効果(時期) シュコウカ ジキ										3.57		**		1.36

												Post		11.63		1.81								12.00		2.06								主効果(群) シュコウカ グン

																																		交互作用 コウゴサヨウ		12.77		**		.29

		21								過干渉		Pre		7.17		2.22		0.87		1.62				6.11		1.36		-0.22		0.67				主効果(時期) シュコウカ ジキ										1.95		*		.74

												Post		6.29		1.76								6.33		1.32								主効果(群) シュコウカ グン

																																		交互作用 コウゴサヨウ

		22								非一貫性		Pre		9.25		2.52		0.71		1.68				6.89		2.03		0.11		1.54				主効果(時期) シュコウカ ジキ														.35

												Post		8.54		2.19								6.78		1.48								主効果(群) シュコウカ グン		6.52		*		.17

																																		交互作用 コウゴサヨウ

		23								厳しい叱責・体罰		Pre		8.50		2.80		1.13		1.92				6.44		2.24		-0.11		1.54				主効果(時期) シュコウカ ジキ														.66

												Post		7.38		2.41								6.56		2.24								主効果(群) シュコウカ グン

																																		交互作用 コウゴサヨウ

		24								肯定的養育　		Pre		35.71		3.95		-0.54		3.08				40.22		5.36		1.11		2.37				主効果(時期) シュコウカ ジキ														.55

												Post		36.25		4.73								39.11		3.30								主効果(群) シュコウカ グン		5.21		*		.14

																																		交互作用 コウゴサヨウ

		25								否定的養育　		Pre		24.92		5.52		2.71		3.63				19.44		4.42		-0.22		2.68				主効果(時期) シュコウカ ジキ										2.20		*		.84

												Post		22.21		4.25								19.67		4.72								主効果(群) シュコウカ グン		5.13		*		.14

																																		交互作用 コウゴサヨウ		4.83		*		.14

		26								不安 フアン		Pre		4.92		5.14		1.00		4.86				3.78		4.29		-0.22		4.63				主効果(時期) シュコウカ ジキ														.25

												Post		3.92		3.98								4.00		5.20								主効果(群) シュコウカ グン

																																		交互作用 コウゴサヨウ

		27								抑うつ ヨク		Pre		9.92		9.95		2.92		7.91				10.44		8.88		2.44		6.46				主効果(時期) シュコウカ ジキ														.06

												Post		7.00		5.56								8.00		9.95								主効果(群) シュコウカ グン

																																		交互作用 コウゴサヨウ

		28								ストレス		Pre		15.08		9.17		1.83		6.59				13.78		6.04		3.56		6.15				主効果(時期) シュコウカ ジキ		4.53		*		.13								.26

												Post		13.25		7.59								10.22		9.19								主効果(群) シュコウカ グン

																																		交互作用 コウゴサヨウ

		29								DASS総合 ソウゴウ		Pre		29.92		21.43		5.75		16.63				28.00		16.58		5.78		15.31				主効果(時期) シュコウカ ジキ														-.00

												Post		24.17		13.73								22.22		23.72								主効果(群) シュコウカ グン

																																		交互作用 コウゴサヨウ

						 注. 主効果・交互作用、差得点分析の結果は有意な結果を示す。 太字＝介入前に群間で差があった変数名     **p < .01  *p < .05 





										***p < .001  **p < .01  *p < .05  

										Note 1. 主効果・交互作用、差得点分析の結果は有意な結果のみ示す サトクテンブンセキ ケッカ

										Note 2. 介入前に群間で差があった変数名を太字で示す。

										Note 3. 母コロナ不安=母親のコロナウイルス感染拡大に対する不安、子コロナ不安＝子どものコロナウイルス感染拡大に対する不安 ハハ フアン ハハオヤ カンセンカクダイ タイ フアン コ フアン コ





















子どもの不安症状

親の養育ストレス

子どもの強さと困難さ

親の養育態度

親の精神的健康



差得点のみ



						表2 混合計画分散分析の結果 ヒョウ

														介入群（n=24) カイニュウグン										対照群（n=9) タイショウグン												差得点の比較 ヒカク

										各変数 カクヘンスウ		時期 ジキ		M		SD		Pre-Postの差 サ		SD				M		SD		Pre-Postの差 サ		SD						t				Hedges ｇadj

		18								関与見守り		Pre		11.13		1.96		0.21		2.00				12.00		2.45		0.44		1.24										-.13

												Post		10.92		2.36								11.56		2.19



		19								肯定的応答性		Pre		13.92		2.00		0.21		1.82				15.22		1.99		-0.33		0.71										.33

												Post		13.71		2.39								15.56		1.33



		20								意思の尊重		Pre		10.67		1.90		-0.96		1.27				13.00		1.73		1.00		1.73						3.57		**		1.36

												Post		11.63		1.81								12.00		2.06



		21								過干渉		Pre		7.17		2.22		0.87		1.62				6.11		1.36		-0.22		0.67						1.95		*		.74

												Post		6.29		1.76								6.33		1.32



		22								非一貫性		Pre		9.25		2.52		0.71		1.68				6.89		2.03		0.11		1.54										.35

												Post		8.54		2.19								6.78		1.48



		23								厳しい叱責・体罰		Pre		8.50		2.80		1.13		1.92				6.44		2.24		-0.11		1.54										.66

												Post		7.38		2.41								6.56		2.24



		24								肯定的養育　		Pre		35.71		3.95		-0.54		3.08				40.22		5.36		1.11		2.37										.55

												Post		36.25		4.73								39.11		3.30



		25								否定的養育　		Pre		24.92		5.52		2.71		3.63				19.44		4.42		-0.22		2.68						2.20		*		.84

												Post		22.21		4.25								19.67		4.72



						 注. 主効果・交互作用、差得点分析の結果は有意な結果を示す。 太字＝介入前に群間で差があった変数名     **p < .01  *p < .05 





										***p < .001  **p < .01  *p < .05  

										Note 1. 主効果・交互作用、差得点分析の結果は有意な結果のみ示す サトクテンブンセキ ケッカ

										Note 2. 介入前に群間で差があった変数名を太字で示す。

										Note 3. 母コロナ不安=母親のコロナウイルス感染拡大に対する不安、子コロナ不安＝子どものコロナウイルス感染拡大に対する不安 ハハ フアン ハハオヤ カンセンカクダイ タイ フアン コ フアン コ





















親の養育態度



分散分析と差得点合体★



						表2 混合計画分散分析の結果 ヒョウ

														介入群（n=24) カイニュウグン										対照群（n=9) タイショウグン										分散分析 ブンサンブンセキ										差得点の比較 ヒカク

										各変数 カクヘンスウ		時期 ジキ		M		SD		Pre-Postの差 サ		SD				M		SD		Pre-Postの差 サ		SD						F				η2				t				Hedges ｇadj

		0								パニック/広場恐怖 ヒロバキョウフ		Pre		2.92		2.90		0.75		2.63				4.89		3.48		1.78		2.44				主効果(時期) シュコウカ ジキ		6.29		*		.17								.39

												Post		2.17		2.22								3.11		2.37								主効果(群) シュコウカ グン

																																		交互作用 コウゴサヨウ

		1								分離不安 フアン		Pre		6.54		3.75		0.92		3.34				7.89		4.31		-0.67		3.81				主効果(時期) シュコウカ ジキ														.45

												Post		5.63		3.84								8.56		3.97								主効果(群) シュコウカ グン

																																		交互作用 コウゴサヨウ

		2								外傷恐怖		Pre		5.83		3.12		0.25		2.35				5.22		2.99		0.44		1.33				主効果(時期) シュコウカ ジキ														.09

												Post		5.58		3.26								4.78		3.03								主効果(群) シュコウカ グン

																																		交互作用 コウゴサヨウ

		3								社交不安 シャコウフアン		Pre		6.71		4.09		1.08		2.36				8.33		3.43		-1.00		3.20				主効果(時期) シュコウカ ジキ										2.05		*		.78

												Post		5.63		4.12								9.33		4.30								主効果(群) シュコウカ グン

																																		交互作用 コウゴサヨウ		4.20		*		.12

		4								強迫性障害		Pre		3.38		4.23		0.79		2.73				3.44		3.43		-0.22		1.99				主効果(時期) シュコウカ ジキ														.39

												Post		2.58		3.31								3.67		2.45								主効果(群) シュコウカ グン

																																		交互作用 コウゴサヨウ

		5								全般性不安症 ショウ		Pre		5.92		2.38		0.42		2.34				7.67		2.55		1.44		1.42				主効果(時期) シュコウカ ジキ		4.95		*		.14								.47

												Post		5.50		3.41								6.22		2.17								主効果(群) シュコウカ グン

																																		交互作用 コウゴサヨウ

		6						SCAS-P 総合				Pre		31.29		14.20		4.21		10.76				37.44		13.33		1.78		7.97				主効果(時期) シュコウカ ジキ														.23

												Post		27.08		13.02								35.67		13.87								主効果(群) シュコウカ グン

																																		交互作用 コウゴサヨウ

		7								情緒の問題		Pre		4.46		1.89		0.71		1.99				4.22		2.22		-1.22		2.28				主効果(時期) シュコウカ ジキ										2.39		*		.91

												Post		3.75		2.54								5.44		2.19								主効果(群) シュコウカ グン

																																		交互作用 コウゴサヨウ		5.71		*		.16

		8								行為の問題		Pre		3.83		2.71		0.46		1.84				3.22		2.39		0.44		1.24				主効果(時期) シュコウカ ジキ														.01

												Post		3.38		1.93								2.78		1.79								主効果(群) シュコウカ グン

																																		交互作用 コウゴサヨウ

		9								多動不注意		Pre		6.21		2.30		0.62		1.95				5.56		1.74		-1.11		2.71				主効果(時期) シュコウカ ジキ														.78

												Post		5.58		2.28								6.67		2.65								主効果(群) シュコウカ グン

																																		交互作用 コウゴサヨウ		4.17		*		.12

		10								仲間関係の問題		Pre		3.88		2.52		-0.25		2.15				4.33		2.35		0.56		1.88				主効果(時期) シュコウカ ジキ														.38

												Post		4.13		2.82								3.78		1.72								主効果(群) シュコウカ グン

																																		交互作用 コウゴサヨウ

		11								向社会性		Pre		4.13		2.82		-0.04		2.07				5.00		2.45		-0.78		1.56				主効果(時期) シュコウカ ジキ														.37

												Post		4.17		2.73								5.78		1.86								主効果(群) シュコウカ グン

																																		交互作用 コウゴサヨウ

		12						総合的な困難　				Pre		18.38		6.28		1.54		5.59				17.33		4.61		-1.33		3.77				主効果(時期) シュコウカ ジキ														.54

												Post		16.83		6.25								18.67		3.97								主効果(群) シュコウカ グン

																																		交互作用 コウゴサヨウ

		13								理解対応の困難		Pre		8.96		4.22		2.46		4.53				6.44		4.45		1.78		3.73				主効果(時期) シュコウカ ジキ		6.24		*		.17								.15

												Post		6.50		4.06								4.67		5.05								主効果(群) シュコウカ グン

																																		交互作用 コウゴサヨウ

		14								将来自立への不安		Pre		7.29		4.11		1.21		3.37				9.44		2.30		2.44		2.92				主効果(時期) シュコウカ ジキ		8.20		**		.21								-.37

												Post		6.08		3.62								7.00		3.67								主効果(群) シュコウカ グン

																																		交互作用 コウゴサヨウ

		15								周囲の理解のなさ		Pre		2.54		2.55		0.25		2.83				2.33		2.29		0.11		2.03				主効果(時期) シュコウカ ジキ														.05

												Post		2.29		2.33								2.22		2.49								主効果(群) シュコウカ グン

																																		交互作用 コウゴサヨウ

		16								障害認識の葛藤		Pre		5.33		2.76		2.00		2.64				3.67		2.29		1.11		1.83				主効果(時期) シュコウカ ジキ		10.51		*		.25								.35

												Post		3.33		2.10								2.56		2.65								主効果(群) シュコウカ グン

																																		交互作用 コウゴサヨウ

		17						DDPSI総合				Pre		24.13		11.02		5.92		10.34				21.89		7.99		5.44		8.56				主効果(時期) シュコウカ ジキ		8.60		*		.22								.05

												Post		18.21		7.80								16.44		11.65								主効果(群) シュコウカ グン

																																		交互作用 コウゴサヨウ

		18								関与見守り		Pre		11.13		1.96		0.21		2.00				12.00		2.45		0.44		1.24				主効果(時期) シュコウカ ジキ														-.13

												Post		10.92		2.36								11.56		2.19								主効果(群) シュコウカ グン

																																		交互作用 コウゴサヨウ

		19								肯定的応答性		Pre		13.92		2.00		0.21		1.82				15.22		1.99		-0.33		0.71				主効果(時期) シュコウカ ジキ														.33

												Post		13.71		2.39								15.56		1.33								主効果(群) シュコウカ グン		4.41		*		.13

																																		交互作用 コウゴサヨウ

		20								意思の尊重		Pre		10.67		1.90		-0.96		1.27				13.00		1.73		1.00		1.73				主効果(時期) シュコウカ ジキ										3.57		**		1.36

												Post		11.63		1.81								12.00		2.06								主効果(群) シュコウカ グン

																																		交互作用 コウゴサヨウ		12.77		**		.29

		21								過干渉		Pre		7.17		2.22		0.87		1.62				6.11		1.36		-0.22		0.67				主効果(時期) シュコウカ ジキ										1.95		*		.74

												Post		6.29		1.76								6.33		1.32								主効果(群) シュコウカ グン

																																		交互作用 コウゴサヨウ

		22								非一貫性		Pre		9.25		2.52		0.71		1.68				6.89		2.03		0.11		1.54				主効果(時期) シュコウカ ジキ														.35

												Post		8.54		2.19								6.78		1.48								主効果(群) シュコウカ グン		6.52		*		.17

																																		交互作用 コウゴサヨウ

		23								厳しい叱責・体罰		Pre		8.50		2.80		1.13		1.92				6.44		2.24		-0.11		1.54				主効果(時期) シュコウカ ジキ														.66

												Post		7.38		2.41								6.56		2.24								主効果(群) シュコウカ グン

																																		交互作用 コウゴサヨウ

		24						肯定的養育　				Pre		35.71		3.95		-0.54		3.08				40.22		5.36		1.11		2.37				主効果(時期) シュコウカ ジキ														.55

												Post		36.25		4.73								39.11		3.30								主効果(群) シュコウカ グン		5.21		*		.14

																																		交互作用 コウゴサヨウ

		25						否定的養育　				Pre		24.92		5.52		2.71		3.63				19.44		4.42		-0.22		2.68				主効果(時期) シュコウカ ジキ										2.20		*		.84

												Post		22.21		4.25								19.67		4.72								主効果(群) シュコウカ グン		5.13		*		.14

																																		交互作用 コウゴサヨウ		4.83		*		.14

		26								不安 フアン		Pre		4.92		5.14		1.00		4.86				3.78		4.29		-0.22		4.63				主効果(時期) シュコウカ ジキ														.25

												Post		3.92		3.98								4.00		5.20								主効果(群) シュコウカ グン

																																		交互作用 コウゴサヨウ

		27								抑うつ ヨク		Pre		9.92		9.95		2.92		7.91				10.44		8.88		2.44		6.46				主効果(時期) シュコウカ ジキ														.06

												Post		7.00		5.56								8.00		9.95								主効果(群) シュコウカ グン

																																		交互作用 コウゴサヨウ

		28								ストレス		Pre		15.08		9.17		1.83		6.59				13.78		6.04		3.56		6.15				主効果(時期) シュコウカ ジキ		4.53		*		.13								.26

												Post		13.25		7.59								10.22		9.19								主効果(群) シュコウカ グン

																																		交互作用 コウゴサヨウ

		29						DASS総合 ソウゴウ				Pre		29.92		21.43		5.75		16.63				28.00		16.58		5.78		15.31				主効果(時期) シュコウカ ジキ														-.00

												Post		24.17		13.73								22.22		23.72								主効果(群) シュコウカ グン

																																		交互作用 コウゴサヨウ

						 注. 主効果・交互作用、差得点分析の結果は有意な結果を示す。 太字＝介入前に群間で差があった変数名     **p < .01  *p < .05 





										***p < .001  **p < .01  *p < .05  

										Note 1. 主効果・交互作用、差得点分析の結果は有意な結果のみ示す サトクテンブンセキ ケッカ

										Note 2. 介入前に群間で差があった変数名を太字で示す。

										Note 3. 母コロナ不安=母親のコロナウイルス感染拡大に対する不安、子コロナ不安＝子どものコロナウイルス感染拡大に対する不安 ハハ フアン ハハオヤ カンセンカクダイ タイ フアン コ フアン コ





















子どもの不安症状

親の養育ストレス

子どもの強さと困難さ

親の養育態度

親の精神的健康



属性☆

								t 検定

								デモグラフィック



												介入群（n=24) カイニュウグン						対照群（n=9) タイショウグン						効果量 コウカリョウ

												歳/人数 サイ ニンスウ		SD/％				歳/人数 サイ ニンスウ		SD/％		ｔ						有意確率（両側） ユウイ カクリツ リョウガワ				平均値の標準誤差

						子どもの年齢・性別 コ ネンレイ セイベツ		年齢 ネンレイ				9.00		1.91				9.11		2.14

								男児 ダンジ				15		62.5%				7		77.8%

								女児 ジョジ				9		37.5%				2		22.2%

						診断名 シンダンメイ		ASD				21		87.5%				7		77.8%

								ADHD				10		41.7%				6		66.7%

								LD				2		8.3%				1		11.1%

								ASD＋ADHD				8		33.3%				4		44.4%

								発達性協調運動障害				3		12.5%				1		11.1%

								知的障害 チテキショウガイ				0		0.0%				0		0.0%

						所属級および通級利用状況 ツウキュウ リヨウ ジョウキョウ		通常級 ツウジョウキュウ				16		66.7%				4		44.4%

								通級利用 ツウキュウリヨウ				2		8.3%				1		11.1%

								支援級 シエン キュウ				6		25.0%				1		11.1%

								不明 フメイ				0		0.0%				3		33.3%

						母親の年齢 ハハオヤ ネンレイ		年齢 ネンレイ				43.13		4.99				38.78		4.21		2.32*		.88

						母親の就労状況 ハハオヤ シュウロウ ジョウキョウ		正規雇用 セイキコヨウ				3		12.5%				0		0.0%

								非正規雇用・パートタイム ヒセイキコヨウ				10		41.7%				3		33.3%

								自営業・フリーランス ジエイギョウ				3		12.5%				1		11.1%

								専業主婦・就労していない センギョウシュフ シュウロウ				8		33.3%				5		55.6%

						*p < .05 

						Note.  診断名にはASD＋ADHDのほか、診断の重複がみられた。効果量＝Hedges' ｇadj シンダンメイ シンダン チョウフク コウカリョウ



						***p < .001  **p < .01  *p < .05  † p < .10

						表1. 分析対象者の属性

												介入群（n=24) カイニュウグン						対照群（n=9) タイショウグン						効果量　　　　　Hedges' ｇadj　 コウカリョウ

												歳/人数 サイ ニンスウ		SD/％				歳/人数 サイ ニンスウ		SD/％		ｔ						有意確率（両側） ユウイ カクリツ リョウガワ				平均値の標準誤差

						子どもの年齢・性別 コ ネンレイ セイベツ		年齢 ネンレイ				9.00		1.91				9.11		2.14

								男児 ダンジ				15		62.5%				7		77.8%

								女児 ジョジ				9		37.5%				2		22.2%

						子どもの診断名 コ シンダンメイ		ASD				21		87.5%				7		77.8%

								ADHD				10		41.7%				6		66.7%

								LD				2		8.3%				1		11.1%

								ASDとADHDの併存 ヘイゾン				8		33.3%				4		44.4%

								発達性協調運動障害				3		12.5%				1		11.1%

								知的障害 チテキショウガイ				0		0.0%				0		0.0%

						母親の年齢 ハハオヤ ネンレイ		年齢 ネンレイ				43.13		4.99				38.78		4.21		2.32*		.88

						注.  診断名にはASDとADHDの併存のほか、診断の重複がみられた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　*p < .05  チュウ シンダンメイ ヘイゾン シンダン チョウフク



						***p < .001  **p < .01  *p < .05  † p < .10
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