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研究の概要

【研究１】データから紐解く
福島の被災地域における子どもの発達の問題

要因について、乳幼児期から学齢期までを経時
的に実態把握し検討する。

【研究２】支援と並行して実態把握を行う
被災地域の保護者及び支援者支援の研修プロ

グラムの開発とその効果検証を行う。



研究１
課題：震災後の福島県浜通りの自治体

• １歳半健診：子どもの言語発達上の問題
• ３歳半健診：落ち着きのなさや言語発達、日常生活
スキル獲得の遅れのある子どもの増加、高止まり

目的：福島の被災地域でみられる子どもの発
達の問題に影響を及ぼす要因を後方視的に検討
する



方法：対象
震災を経験した年
齢 生年(年度) 1歳半健診(年度) 3歳半健診(年度) 小学2年生 小学5年生

3～4歳時 2007(H19)年4月～
2008(H20)年3月

2009(H21)年度
（震災前）

2011(H23)年度
（震災後1年以内） ― 2019年2月現在

(震災8年後)

N（M:F） 584(309:274)不明1 207(119:88) 42(24:18)

2～3歳時 2008(H20)年4月～
2009(H21)年3月

2010(H22)年度
（震災前）

2012(H24)年度
（震災1年後） ― 2020年2月現在

（震災9年後）
N（M:F） 539(277:262) 230(112:118) 34(16:18)

1～2歳児 2009(H21)年4月～
2010(H22)年3月

2011(H23)年度
（震災時）

2013(H25)年度
（震災2年後） ― 2021年2月現在

（震災10年後）

N（M:F） 158(76:81) 不明1 215(104:111) 24(14:10)

出生1年以内 2010(H22)年4月～
2011(H23)年3月

2012(H24)年度
（震災1年後）

2014(H26)年度
（震災3年後）

2019年2月現在
（震災8年後） ―

N（M:F） 162(85:77) 251(127:124) 25(14:11)

震災後に出生 2011(H23)年4月～
2012(H24)年3月

2013(H25)年度
（震災2年後）

2015(H27)年度
（震災4年後）

2020年2月現在
（震災9年後） ―

N（M:F） 207(92:115) 298(130:168) 50(27:23)

震災後に出生 2012(H24)年4月～
2013(H25)年3月

2014(H26)年度
（震災3年後）

2016(H28)年度
（震災5年後）

2021年2月現在
（震災10年後）

―

N（M:F） 272(142:130) 304(163:141) 64(26:38)



方法
方法：後ろ向きコホート研究

分析方法：多重ロジスティック回帰分析
：SPSS Statistics ver.26

分析内容：
１）使用するデータ
小学生追跡調査（2年生・5年生） １歳半健診 ３歳半健診

①フェイスシート
（性別、年齢、医療、福祉、教育上の支援の有
無等）
②日本語版子どもの強さと困難さアンケート
（Strength and Difficulty Questionnaire：SDQ）
③うつ病・不安障害のスクリーニング調査票
（K6）
④健康関連QOL（SF-8／SF-12）
⑤子育て環境
⑥震災時の避難状況

１歳半乳幼児
健診問診票

（指さしや有
意語の有無、
言葉の理解、
保護者のメン
タルヘルスな
ど）

3歳半乳幼児健
診問診票

（言葉の発達、
多動、日常生
活の自立、保
護者のメンタ
ルヘルスな
ど）

多重ロジスティック回帰分析の枠組みで扱うため、ダミー変数を作成



２）使用する変数と記述統計量

変数名 小学２年生
（n=139）

小学５年生
（n=100）

小
2
・
小
5
ア
ン
ケ
ー
ト

SDQ（総合的困難度：TDS）Some &Highニーズダミー 16.5% 14.0%

SDQ（総合的困難度：TDS）Highニーズダミー 7.9％ 8.0%

教育上の支援ありダミー 16.5% 13.0%

医療支援ありダミー 7.9% 8.0%

K6カットオフ（10点以上） 5.8% 9.0%

SF低いダミー(PF:身体機能/RP:日常役割機能（身
体）/BP:体の痛み/SF:社会生活機能/GH:全体的健康
感/VT:活力/RE:日常役割機能(精神)/MH:心の健康

25.9/47.5/40.3/
32.4/37.4/54.7/

45.7/48.9(%)

29.3/47.5/44.4/
30.6/39.4/53.1/

40.8/46.9(%)

子どもの住環境不満足ダミー 20.1% 23.0%

周囲のサポート不十分ダミー 17.3% 20.0%

避難中ダミー 2.9% 7.0%

避難回数ダミー 33.6％ 42.7％

１
：
６
健
診

問
診
票

運動発達の遅れダミー 4.3% 2.0%

言葉の発達の遅れダミー 7.2% 6.0%

こころの発達の問題ダミー 2.2% 2.0%



２）使用する変数と記述統計量(つづき)

変数名 小学２年生
（n=139）

小学５年生
（n=100）

１
：
６
健
診
問
診
票

共同注意の問題ありダミー 5.0% 4.0%

睡眠の問題ダミー 5.8% 6.0%

行動の問題ダミー 10.8% 8.0%

情緒の問題ダミー 29.5%% 11.0%

保護者のメンタルの問題ダミー 16.5% 14.0%

サポート不足ダミー 6.5% 4.0%

養育環境の不適切傾向ダミー 28.1% 18.0%

3
：
６
健
診
問
診
票

ADLの自立の遅れダミー 27.3% 30.0%

言葉の発達の遅れダミー 20.1% 21.3%

社会的コミュニケーションの問題ダミー 5.8% 5.0%

睡眠の問題ダミー 0.7% 1.0%

情緒の問題ダミー 29.5% 21.0%

保護者のメンタルの問題ダミー 22.3% 17.0%

サポート不足ダミー 24.5% 23.0%

養育環境の不適切傾向ダミー 4.3% 11.0%



説明変数
TDQ（Some ＆High）ニーズ

回帰係数(B) オッズ比 95%信頼区間 P値
保護者の全体的健康感
（SF-GH）低い

2.375 10.75 3.13-36.93 .000

3:6健診時：情緒の問題 1.626 5.09 1.57-16.50 .007

避難中 2.772 15.99 1.11-231.25 .042

結果:小学２年生
1. TDQ困難度（Some &High needs)に関連する要因

Nagelkerke R2 乗 .313

Nagelkerke R2 乗 .229

説明変数
TDQ（High）ニーズ

回帰係数(B) オッズ比 95%信頼区間 P値
保護者の全体的健康感
（SF-GH）低い

2.096 8.13 1.60-41.28 .011

3:6健診時:情緒の問題 1.527 4.60 1.14-18.66 .007

2．TDQ困難度（High needs)に関連する要因



結果：小学５年生
1. TDQ困難度（Some needs/High needs)に関連する要因

2．TDQ困難度（High needs)に関連する要因

説明変数 回帰係数(B) オッズ比 95%信頼区間 P値
周囲のサポート不十分 1.863 6.44 1.16-35.71 .033

3:6健診時:サポート不足 2.141 5.34 1.35-53.78 .023

Nagelkerke R2 乗 .258

• モデルは成立しなかった



まとめ：研究１
• 本調査の対象となった小学２年生は、震災時は乳児もしくは未出
生であった。小学２年生時のSDQの困難度Some Needs ＆High 
Needsに影響していたのは、 3:6健診時の子どもの情緒の問題、保
護者の全体的健康感の低さ、生後からの長期間にわたる避難生活
であった。

• 本調査の対象となった小学５年生は、震災時は1～3歳であり、震
災後直ぐ～２年以内に３:６健診を受けていた。小学５年生のSDQ
の困難度High Needsに影響していたのは、3:6健診時と現在の母親
へのサポートの乏しさであった。

• 本被災地域の子どもの発達の問題に影響する要因は、被災した年
齢により異なることが示唆された。また、保護者の健康状態や被
災状況に影響を受けていることも分かった。乳幼児期に震災を経
験した子どものうち発達の問題に対するニーズが高い子どもにつ
いては、震災後～現在において保護者への周囲のサポートが不足
していることが分かった。



研究２ 課題と目的

★原発事故後の避難地域の現在

• 帰還者や転入者が徐々に増える。

• 医療機関や福祉施設が不足。遠方の医療機関や療育施設
を利用。

• 様々な問題が重複する親子

• 地元の支援者の役割や負担増。専門職不足。

➡被災地域や社会資源が不足する地域の発達障害支援におけ

る
保護者支援プログラムの実施についての検討を行うことを目
的とした。



R3年度「プログラム内容の検討」…プレ講座の実施

• Early Birdプログラム
保護者を対象とするものであり、自閉症の診断後に学校から入学までの期間の保護者支援を
目的としており、1グループ（4～6家族）、対象児は5歳未満、3ヶ月で８回のグループセッ
ションと２回の家庭訪問。

・子どもの発達の偏りや遅れだけではなく、保護者自身の抱える問題
への支援ニーズがある家庭への対応。

・併せて、保護者が子どもの障害理解や対応方法を学ぶ前段階で、
どのように、子どもの理解を促し支援につなげていくかに苦慮。

・支援者が発達障害に関するスキルアップの機会が求められている。

➡被災地域の自立支援協議会において、プログラムの紹介とプレ講座

（セッション２）を実施した結果、地域内の課題が明らかとなった。

➡地域内の支援者らが発達障害の特性や支援方法について、共に理解を

深め（共通認識を持ち）日常業務に役立てられるプログラムの開発が必
要とされている。

課題



＜新たなプログラムの実施方法について＞

• 参加しやすく ➡オンライン（zoom）開催

• 回数や時間 ➡全6回（講義45分、質疑15分）

• 共通理解を図る ➡意見交換や感想を共有しながら学ぶ

※全員が自己紹介

※意見や質問、感想が話しやすい雰囲気づくり

※アンケートで質問や感想を記入

※全員1回は発言

• 参加定員20名 ➡多すぎない。

• 各回講師1名 ➡複数名で実施

• ファシリテーター1名 ➡毎回同じ

• 毎回のアンケート➡Googleフォームまたはwordで配布回収

• 対象者：被災地域及び社会資源の不足する内陸部の発達障害支援に

携わる専門職



＜新たなプログラムの内容と構成＞
自閉症スペクトラムの子どものためのサポートプログラムの構成

～Autism Spectram Child Support Program；ASCSP～

セッション 内容

１
「自閉症を理解する」

自閉症の概要や関連情報／自閉症の特性について／
氷山モデルを用いた理解

２
「感覚面の問題とその理解」

自閉症の感覚面の処理の特徴と好み／
感覚面の問題に関するサポート

３ 「コミュニケーションを理解する」
コミュニケーションにおける特性の現れ方／支援の実際

４ 「交流のサポートと遊びの理解」
遊びの中で視覚支援を活用した交流のサポート／遊びの理解

５ 「行動の理解」
子どもの行動をどのように捉えるか／問題行動について

６ 「将来に向けて」
これまでのセッションのまとめ／各ライフステージにおける支援



＜プログラムの効果検証について＞

• 毎回のアンケート
（選択式） 講義内容の理解度

自閉症特性のある対象者の行動の捉え方（見方）

日常業務に役立つか

仕事が変わるか

（自由記述） 改めて確認できた点・理解が深まった点

今回の講義内容における質問

• 最終回アンケート
（選択式） 全体の満足度

本プログラムを保護者へ勧めたいか

• 全体ミーティング
・本プログラムの活用について（使いやすい、使いににくい）

・プログラムの改善点や課題

・全体を通しての意見・感想 等



＜結果：出席状況とアンケートの回収率＞

出席者数 アンケート
回答件数 回収率

第1回：自閉症の理解 14名 13 92.86%
第2回：感覚面 21名 21 95.24%
第3回：コミュニケーション 19名 18 94.7%
第4回：遊び・交流 21名 20 90.48%
第5回：行動の理解 16名 12 75.00%
第6回：将来に向けて 16名 12 75.00%

• 毎回の出席状況とアンケートの回収率

• 参加状況 n=26名
参加回数 人数（%）
全6回参加 5名(20%)
5回参加 5名(20%)
4回参加 8名(32%)
3回参加 4名(16%)
2回参加 2名(8%)
1回参加 1名(4％)
全欠席 1名(4%)

n=26名



＜毎回の講義後の質疑とアンケートの自由記述より抜粋＞

専門職間での考え方の違いや、
発達相談終了後、どのように学
校に説明し協力をお願いしてい

くか悩んでいる
中枢性統合の部分を新人職員

などに説明する際、分かりやす
い例などがあれば知りたいです。

最初に自己紹介があったこと
も本当によかった。
同じように頑張っている方と

同じ時間を共有できることを実
感し、誇らしい気持ちになりま
した。

先生から参考となる
図書もお示しいただけ
たので、さっそく読み
たいと思います。

異食について、飲みこまないけど口に入
れてしまう（ティッシュ、ペットボトルの
キャップ、輪ゴム、ビー玉、レゴ等）のも
感覚の問題でしょうか。

視覚的な手がかりも、
たくさんの方法があるこ
とを知り驚いた。
対象者に合った支援を

考えやすくなった。

お子さんの「今」だけ
に注目したり、「支援者
側の見通し」だけに偏ら
ないやりとりが大切であ
ると思いました。



①
＜結果：毎回のアンケート＞

②



③

④



Q2.今回の研修プログラムを保護者に勧めたいと思いますか？
「非常に勧めたい」 12件
「まあまあ勧めたい」 2件
「どちらとも言えない」 0件
「あまり勧めたくない」 0件
「絶対に勧めたくない」 0件

Q1. 今回の研修会全体の満足度について、次から当てはまるものをお
選びください。
「大変満足」 14件
「まあまあ満足」 0件
「どちらとも言えない」 0件
「やや不満」 0件
「とても不満」 0件

＜結果：最終回アンケート＞

（n=14）

（n=14）



本プログラムの参加者を対象に、第6回目終了後に全体ミーティング（50分）を開催し、意見交換を行った。
＜分析方法＞
ミーティングの逐語録及び最終アンケートの自由記述を用い、質問項目に関係する参加者のコメントを要約し
て文章化し、類似する内容をカテゴリー化した。その後、各グループの関連性に従って下記の通り図解した。

（n=22）
プログラムの
現状について

プログラムへの
要望

開催日時

参加しての感想

参加の意義

プログラムイメージ

プログラム参加環境

保護者が受けるなら

ツールの利用

内容への意見

・各回に適度な間隔がありよかった。
・定期的にプログラムを繰り返し行ってほしい。

・子どもの支援の勉強の場に最適
・専門家（保健師や医師）とのやり取りの場として良
かった。

・特性理解から将来まで段階的にわかりやすかった。
・客観的に子ども（特性や行動）を捉えられる。
・より理解が深まる。
・幅広く学べる

・プログラムの名称も含め、敷居が高いイメージ
・口コミを広めるとプログラムに参加しやすくなる

・参加者だけでのグループトーク（意見交換の促進）
・支援ツールやグッズ紹介では実物に触れられると良い。
・実際をイメージしやすい事例を多く取り扱ってほしい。
・初級編、中級編など、ステップがあっても良い。

・同じ障害のある子どもの親同士で話し合える場になる。
・将来までの見通しが立ち安心しやすい。
・診断結果を受け止める機会になる。
・親同士の交専門用語を含めた質疑の場があるとよい。
・知識格差が心配。平易な言葉でわかりやすく。

・オンラインだと聞き取りにくい場面が何度かあった。
・web開催は参加しやすい。

・情報提示の方法の工夫（インスタのスライド形式）
・祖父母への情報共有のツールとして
・SNSでの配信
・YouTubeでの配信（有料でも良い）

＜結果：全体ミーティング＞



研究２：考察
➡支援者向けとして：今回のプログラムは、保護者支援に役立
てられる発達障害の理解と支援に役立つことが期待される。

➡保護者向けとして：同内容をより平易な言葉で説明する、年
齢や対象に分け事例等やグループトークなどを取り入れるこ
とが必要であることが明らかとなった。

➡地域特性として、発達障害に関する社会資源や専門職が不足
している状況下では、障害特性の理解に必要な基本情報や新
たな知見を更新しすることの難しさが発生しやすい。学ぶ場
（機会）の情報も得にくく、研修会や書籍などの情報提供も
重要であった。

➡研修会のイメージ：SNSや口コミなどを活用したプログラム
のアナウンス、資料や講義動画の共有、プログラムタイトル
のイメージの重要性などが明らかとなった。



全体のまとめ
【研究１】子どもの発達の問題に影響する要因として、
・幼児期の子どもの情緒の問題
・家族の被災状況や保護者の健康状態
・震災後～現在における保護者への周囲のサポート少なさ
が関連していることが分かった。また、子どもの発達に影響する要因は、
子どもの被災年齢や保護者の被災状況により異なることも分かった。

【研究２】保健・医療・福祉資源が不足する被災地域において自閉スペ
クトラム症の子どものためのサポートプログラムを実施し、本プログラ
ムが支援者のスキル向上と保護者支援に役立つプログラムであることが
分かった。

【今後の課題】
支援者向けとしての本プログラムの普及と、保護者向けプログラムとし
て修正し、保護者にも実施できるようにすることが必要である。
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