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　本研究では，児の出生体重が2,500g未満の低出生体重児の母親を対象に，育児不安・負担感に対
する育児サポートの効果を検討した。調査対象者を，出生体重が1,500g以上の低出生体重児群（LBW
群）と1,500g未満の超・極低出生体重児群（E/VLBW群）に分割し，多母集団同時分析を実施した。
その結果，E/VLBW群では，「育児サポートの不十分さ」が育児不安として測定された「育児困難感」，
および育児負担感として測定された「社会的活動の制限」と関連していた。一方，出生体重が1,500g
以上のLBW群では，「育児サポートの不十分さ」と「社会的活動の制限」の関連は認められたが，「育
児困難感」との関連は認められなかった。さらに，両群の「育児サポートの不十分さ」と「育児困
難感」の間の影響指数に有意差が見られた。以上の結果から，E/VLBW群の母親はLBW群の母親
に比べて，育児サポートが不十分な場合に育児不安が高まりやすいと考えられた。
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Ⅰ　問題と目的
　近年の新生児・周産期医療の進歩によって，出生体
重が2,500g未満の低出生体重児の新生児死亡率は確
実に減少している。日本小児科学会新生児委員会の調
査によると，周産期母子医療センター等に入院した
1,500g以上2,000g未満の低出生体重児の新生児死亡
率は1980年から2000年にかけて7.6％から2.0％に，
1,000g以上1,500g未満の極低出生体重児の死亡率は
20.7％から3.8％に，500g以上1,000g未満の超低出生
体重児の死亡率は55.3％から15.2％に減少している

（堀内・猪野・大野・加部・中村・中村, 2002）。しか
しながら，低出生体重児は神経学的合併症や慢性肺疾
患などの医療的な問題を伴うことが多く，本邦の調査

（上谷・中村・溝渕・多田・三科・大野, 2001）では生
後３年後に極低出生体重児の14.9%に障害が認められ
ていた。また，低出生体重児は明らかな合併症がなく
とも，成熟児と比べて身体発達，運動，社会，認知，
言語など多くの領域で発達が遅いことが示されている

（増田, 2004; Noi, 2004; 斉藤・川上・前川, 1999）。本城・
西出・五藤・水野・永田・阿喰・幸・側島・安藤・今橋・
山口（1995）は，共分散構造分析を用いて，眼科的異
常所見，呼吸障害の影響を加味しても出生体重・在胎
週数が12ヶ月時，24ヶ月時の発達指数に影響を及ぼす
ことを報告している。さらに，Saigal, Pinelli, Hoult, 
Kim, and Boyle（2003）は，児童期，青年期になって
も，超低出生体重であった児は成熟児であった児に比
べて親の評定によるADHD傾向や抑うつ傾向が高い
傾向にあることを報告している。
　このように低出生体重児は心身の発達に問題が生じ
やすいため，保護者の育児についての不安や負担感は

強いと推測される。実際，低出生体重児の母親は，成
熟児を持つ母親よりも不安や負担感が強いことを示す
先行研究は多い。たとえば，山口・遠藤（2009）の調
査では，退院後および退院後１か月時の低出生体重児
の母親は成熟児の母親に比べて，子育てによる疲労感，
社会的活動の制限，ネガティブ感情，育児に対する自
信の欠如などから複合的に構成された“育児不安”の
得点が高く，児を育てにくいと感じる傾向も強かった。
また，石野・松田・加藤（2006）の調査では，超低出
生体重児の母親は極低出生体重児の母親に比べて児の
成長や発達について不安を感じる傾向が高かった。
　育児に対する不安や負担感が強い場合，育児へのサ
ポートが重要な因子となる。調査対象者のほとんどが
成熟児の母親である研究では，育児に関する不安や負
担感とサポートの知覚との間に弱い負の相関が見られ
ていた（荒牧・無藤, 2008; 茂本・奈良間・浅野, 2010; 
田中, 1997）。一方，出生直後の低出生体重児の母親
の不安を検討した調査では，児の出生体重と不安の間
に関連が示されたが，不安とサポートの間に関連は示
されなかった（井上, 2007）。ただし，生後1ヶ月の児
を対象とした山口・遠藤（2008, 2009）の調査では，
育児不安とサポートの知覚との間に負の関連が示され
た。茂本・奈良間（2011）の調査でも，育児困難感と
して測定された育児不安の項目の一部と家庭のサポー
トに関連が認められた。
　以上のように，低出生体重児の母親は，育児につい
ての不安・負担感が強く，新生児期を過ぎるとサポー
トの知覚がその不安・負担感を緩和する可能性が示唆
されている。ただし，同じ低出生体重児でもサポート
の効果が出生体重の程度によって影響を受けるかはこ
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れまで直接的に検討されていない。また，育児による
不安・負担感とサポートとの関連を検討した先行研究
の多くは，対象となる児の生活年齢は12ヶ月未満で，
サンプルサイズも限定されていた。そこで，本研究
では生後48ヶ月までの1,500g未満の超・極低出生体
重（extremely or very low birth weight，以下，E/
VLBW）児の母親と1,500g以上2,500g未満の低出生
体重（low birth weight，以下，LBW）児の母親を対
象として，不安・負担感に対する育児サポートの影響
を検討することにした。
　低出生体重児の母親の育児不安・負担感に対する育
児サポートの影響を検討するにあたって，上記の先行
研究，および育児ストレスに対するソーシャル・サポー
トの緩和効果を検討した研究（e.g., Hisata, Miguchi, 
Senda, & Niwa, 1990）から以下の仮説を立てた。第
一に，育児に関する不安・負担感はLBW児の母親よ
りE/VLBW児の母親で高いと予測される（仮説１）。
次に，不安・負担感に対するサポートの影響に関して
は２つの仮説が考えられた。１つ目の仮説はサポート
の直接効果に対応するものであり，出生体重の程度に
関わりなくサポートの知覚が不安・負担感を緩和する
という仮説である（仮説2a）。２つ目の仮説はサポー
トの緩衝効果に対応しており，LBW児の母親よりも，
E/VLBW児の母親において不安・負担感に対するサ
ポートの知覚の影響が大きいという仮説である（仮説
2b）。本研究では，上記の仮説を多母集団同時分析に
よって検討した。

Ⅱ　方法
１．調査対象者
　低出生体重児を持つ母親327名を対象とした。
２．調査方法
　2011年１月から２月に無記名自己記入式質問紙によ
る調査を行った。Ａ病院の協力を得て，周産期母子医
療センターに入院した子どもを持つ母親に質問紙とと
もに依頼書，返信用封筒を送付し，質問紙への記載と
郵便による返送を依頼した。
３．調査内容
　基礎的属性の項目として，児の性別，生活年齢，出
生体重，在胎週数，出生順位，母親の出産時の年齢，
就労状況，最終学歴，子育ての相談者の有無，本児の
主な育児者などについて質問した。育児による不安・
負担感と育児サポートを測定する項目は，第４回21世
紀出生児縦断調査（厚生労働省大臣官房統計情報部, 
2006）で用いられた項目を使用した。育児による不
安・負担感に関連する項目のうち，質問自体が低出生
体重児の母親に心理的ストレスを与える，もしくは母
子・対人関係を悪化させる可能性がある項目，児の年
齢によって回答が難しい項目は除外した。最終的に，
育児による不安・負担感に関連する項目として９項目

を用いた（Table２）。育児サポートに関する項目は，
家庭，医療，地域のサポートを測定する４項目を用い
た（Table３）。これらの項目に対して，５件法（１=
全くあてはまらない～５=とてもあてはまる）で評定
を求めた。また，その他，育児に関して負担に思うこ
とがあれば自由記述欄に記入してもらった。
　なお，その他に育児に関するニーズなども調査して
いるが，本稿では割愛する。

４．分析方法
　基本的属性のうち，性別（男児=０，女児=１），
出生体重（０=1,500g未満; E/VLBW，１=1,500以上
2,500g未満; LBW），母親の就労状況（なし=０，あ
り=１），母親の学歴（大卒未満 = 0，大卒以上 = 1），
本児を出産する以前の出産経験（なし = 0，あり = 1）
は，それぞれダミー変数に変換して分析に用いた。

Ⅲ　結果
　327名中148名から回答があった（回収率45.2％）。
そのうち２名は2,500g以上の体重であったため集計
から除外した。また，後述の共分散構造分析で用いた
変数に不備があるデータを除外し，最終的に125名分
のデータを分析に用いた。
１．調査対象者の基礎的属性
　調査対象者の基礎的属性をTable１に示した。対象
児のうち61名が男児，64名が女児であり，アンケート
実施時の生活年齢は27.6ヶ月（SD=12.6）であった。
対象児の在胎週数は32.3週（SD=4.5，２名は不明），
出生体重は1,677.8g（SD=612.7）であり，そのうち
73名（58.4％）は出生体重が1,500g以上2,500未満
のLBW児，31名（24.8％）は1,000g以上1,500g未満
のVLBW児，残りの21名（16.8％）は1,000g未満の
ELBW児であった。
　対象児を出産した時の母親の年齢は30.1歳 （SD＝
4.9） であった。母親の学歴は中卒が2.4％，高卒が
56.0％，短大・専門学校卒が26.4％，大卒が15.2％で
あった。また，アルバイト・パート等を含めた母親の
就労率は40.8％であった。子育てに関する相談者の有

N Mean (SD) 

 64 : 61 

 27.6 (12.6) 
* 32.3 (4.5) 

 

1,500g 1,500g
52 : 73 1677.8 (612.7)

  1.8 (0.8) 

 30.1 (4.9) 

 51 : 74  

 19 : 106  

 4.8 (1.6) 
* 2  

Table 1　調査対象者の基礎的属性
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無に関しては，97.6％の母親が相談可能な相手がいる
と回答した。また，本児の主な育児者は，母親自身と
回答した人は87.2％，父親と回答した人が4.8％，祖
父母と回答した人が8.0％であった。
　児の出生体重によって基本的属性の差異があるど
うかを検討するため，調査対象者をLBW群（n=73）
とE/VLBW群（n=52）に分けて各種検定を行った。
児の性別，母親の就労状況，学歴，本児を出産する
以前の出産経験の有無についてFisherの正確確率検定
を行ったところ，E/VLBW群の母親（69.2%）は，
LBW群の母親（49.3%）よりも出産経験を有する割
合が高かった（p<.05）。一方，児の性別，母親の就
労状況，学歴には有意差は見られなかった。次に，児
の生活年齢，在胎週数，母親の出産時の年齢，家族成
員数について t 検定を，児の出生順位についてMann-
WhitneyのU 検定を行った。その結果，E/VLBW群 

（M=28.17, SD=3.12）は，LBW群の母親（M=35.39, 
SD=2.57）よりも在胎週数が短かった（t（121）=14.06, 
p<.001）。また，E/VLBW群の母親（M=4.42, SD=1.34）
は，LBW群の母親（M=5.03, SD=1.34）よりも家族
成員数が少なかった（t （123）=2.12, p<.05）。一方，児
の生活年齢，出生順位，母親の出産時の年齢について
有意差は認められなかった。
２．育児不安・負担感，および育児サポートの構造
　育児についての不安・負担感を測定した９項目につ
いて探索的因子分析 (最尤法・プロマックス回転) を
実施した。固有値の減衰状況から２因子解が妥当であ
ると考えられた（Table２）。第１因子は，“仕事・家
事が十分にできない”，“子育てによる身体の疲れが大
きい”，“自分の自由な時間が持てない”といった項目

の因子負荷量が高かったため，育児負担感を測定する
「社会的活動の制限」因子だと解釈された。第２因子
は，“しつけの仕方がわからない”，“成長の度合いが
気になる”，“子どもがいうことを聞かない”といった
項目の因子負荷量が高かったため，育児不安を測定す
る「育児困難感」因子と解釈された。項目x9（子ど
もが病気がちである）の第２因子への因子負荷量は.32
とやや低かった。そのため，以後の分析では項目x9
を除いた項目を用いることにした。なお，回転前の累
積寄与率は41.69％であった。
　次に，育児サポートを測定した4項目について探索
的因子分析（最尤法）を実施した。固有値の減衰状況
から１因子解が妥当であると考えられた（Table３）。
項目x13（子どもを一時的にあずけたいときにあずけ
先がない）の因子負荷量は.32とやや低かった。その
ため，以後の分析では項目x13を除いた項目を用いる
ことにした。なお，回転前の累積寄与率は32.16％で
あった。
３．モデルの構成
　探索的因子分析において因子負荷量が.35以上の項
目を観測変数として選択し，Fig.１のモデルを構成し
た1。なお，「社会的活動の制限」因子と「育児困難感」
因子に正の相関関係が見られたため，誤差間に共分散
を設けた。
　まず全データによるモデルの検証を行うため，最尤
法による共分散構造分析を実施した。その結果，適合
度 指 標 はGFIが.932，AGFIが.891，SRMRが.067，
CFIが.962，RMSEAが.049であった。AGFIは.90よ
り低い数値であったが，その他の数値には問題がな
かったため，モデルは採択基準に達成していると判断
した。構成概念から観測変数への影響指数は.36～.82
であり，いずれも１％水準で統計に有意であった。そ
のため，構成概念と観測変数はほぼ適切に対応してい
ると判断した。
　次にE/VLBW群とLBW群で別々にモデルの検証
を行ったところ，E/VLBW群のGFI，AGFIの適合度
が低いものの，他の指標は許容可能な水準であると
判 断 さ れ た（E/VLBW群：GFI=.863, AGFI=.779, 
SRMR=.091, CFI=.943, RMSEA=.062，LBW群：
GFI=.923, AGFI=.876, SRMR=.069, CFI=1.000, 
RMSEA=.000）。そこで，構成概念間の関連を検討す
るため，下記の３つのモデルに対する多母集団同時分
析を実施した。

モデル０：すべてのパラメータが両群で異なる。
モデル１：潜在変数から観測変数間のパス係数が等
　　　　　値。
モデル２：モデル１の条件に加えて，潜在変数間の
　　　　　誤差共分散が等値。
モデル３：モデル２の条件に加えて，潜在変数間の
　　　　　パス係数が等値。

 F1 F2

x1.  .85 -.06

x2.  .78 -.13

x3.  .68 .00

x4.  .52 .26

x5.  .46 .10

x6.  -.01 .78

x7.  -.12 .60

x8.  .17 .49

x9.  .02 .32

F2 .45 ― 

 

 F1 

x10.  .73 

x11.  .72 

x12. 

 
.36 

x13. 

 
.32 

Table 2　育児による不安・負担感に関する
　　　　項目の因子分析結果

Table 3　育児サポートに関する項目の因子分析結果
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　モデル０は制約がないモデルで，推定すべきすべて
の値が両群で異なることを仮定するモデルである。モ
デル１は構成概念を測定する観測変数に対する影響指
数が両群で同値であることを仮定するモデルである。
モデル２はモデル１の制約に加えて，因子間の誤差共
分散が等しいことを仮定したモデルである。モデル３
はモデル２の条件に加えて，構成概念間の関連構造も
等しいことを仮定するモデルである。なお，モデル３
が妥当と判断され，かつ潜在変数間に有意な正の影響
指数が見られた場合は仮説2aが支持される。一方，モ
デル１，２が支持され，かつE/VLBW群でのみ有意な
正の影響指数が見られれば仮説2bが支持されること
になる。
　各モデルに対する適合度指標と情報量基準をTable 
４に示した。どのモデルも許容可能な数値を示したが，
モデル２においてAICが最も小さい値を示したことか
らモデル２を採択した。Fig.１にモデル２の最尤法パ
ラメータ推定値を示した。
　潜在変数間の影響指数については，「育児サポート
の不十分さ」から「社会的活動の制限」への影響指数
は両群とも有意であった。一方，「育児サポートの不
十分さ」から「育児困難感」への影響指数は，LBW
群では有意にならず，E/VLBW群のみで有意であっ

た。さらに，両群の影響指数の大きさに有意差が認め
られた（Z=2.35, p<.01）。以上のことから，育児につ
いての負担感については仮説2aが，不安については仮
説2bが支持された。
４．平均構造モデルによる因子平均および切片の比較
　先述の多母集団同時分析によって，平均構造モデル
分析の測定不偏性が確認できた。そこで，平均構造モ
デルの分析を行い，モデルに含まれる構成概念の平均
に両群で差があるかどうかを検討した。
　まず，因子平均の構造に関して以下の２つのモデル
を仮定した。
　モデルＡ：因子平均が異なる。
　モデルＢ：因子平均が等しい。
　モデルＡは，LBW群の各因子平均を０に固定して
E/VLBW群の因子平均を推定するモデルを示してい
る。またモデルＢは，両群の因子平均が０であるモデ
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Fig 1　「育児サポートの不十分さ」が「社会的活動の制限」と「育児困難感」に及ぼす影響

 AGFI CFI SRMR RMSEA AIC 

0 .834 .993 .069 .015 184.189

1 .836 .996 .070 .011 175.316

2 .838 .999 .070 .005 173.316

3 .831 .986 .073 .020 175.440

Table 4　各モデル対する主な適合度指標と情報量基準

 CFI SRMR RMSEA AIC 

A .972 .070 .027 216.999 

B .945 .072 .038 223.814 

  
 

 
z  

 0.08 0.20 0.40 

 0.47 0.17 2.77** 

 0.23 0.21 1.12 

**p < .01 

Table５　平均構造モデルに対する適合度指標と
　　　　 情報量基準

Table６　超・極低出生体重児群の因子平均と
　　　　 切片の推定値および検定結果
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ルを仮定している。なお，「社会的活動の制限」因子
および「育児困難感」因子の因子平均がE/VLBW群
で高ければ，つまりモデルＡが採択されれば仮説１
が支持されることになる。この２つのモデルを同時分
析し，得られた結果がTable５である。モデルＡはモ
デルＢと比べて適合度指標，および情報量基準が良好
であり，因子平均が異なるモデルＡを採択した。次に
因子平均の違いを検討するため，因子平均の推定お
よび検定を行った（Table６）。その結果，「育児困難
感」因子について有意差が認められ，LBW群よりE/
VLBW群で因子平均が大きかった（Z=2.77, p<.01）。
一方，「社会的活動の制限」因子，および「育児サポー
トの不十分さ」因子については，両群で因子平均に有
意差は見られなかった。以上ことから仮説１は部分的
に支持されたと言える。　

Ⅳ　考察
１．育児不安・負担感に対する出生体重とサポートの
　知覚の影響
　本研究では，出生体重が1,500g以上2,500未満の低
出生体重（LBW）児群と1,500g未満の超・極低出生
体重児（E/VLBW）群による多母集団同時分析およ
び平均構造モデル分析を行い，母親の育児負担感，育
児不安，育児サポート，および出生体重の関連につい
て検討した。
　平均構造モデル分析から，E/VLBW児の母親は
LBW児の母親よりも育児不安感として測定された「育
児困難感」因子の因子平均が有意に高いことが示され
た。児の出生体重が低いほど母親の感じる児の成長
や発達について不安が強くなるという結果は，石野
ら（2006）などの多くの先行研究の結果と合致してい
る。一般に，出生体重が低いほど発達の問題を抱えや
すいことが指摘されている（増田, 2004; Noi, 2004; 斉
藤ら, 1999）。そのため，E/VLBW児の母親はLBW児
の母親よりも育児についての不安を強く感じるのであ
ろう。一方，「社会的活動の制限」因子の因子平均に
有意差は見られなかった。以上のように，出生体重は
育児不安のみに影響を及ぼし，育児負担感には影響を
及ぼさなかった。
　育児による不安・負担感に対する育児サポートの効
果としては，直接効果と緩衝効果の２通りの効果が予
測された。多母集団同時分析による潜在変数間の影響
指数の分析の結果，E/VLBW群では「育児サポート
の不十分さ」から「社会的活動の制限」および「育児
困難感」に対する有意な影響が認められたが，LBW
群では「社会的活動の制限」に対してのみ有意な影響
が認められた。また，「育児サポートの不十分さ」因
子から「育児困難感」因子への影響指数を直接比較し
たところ，その影響はE/VLBW群で有意に大きいと
言えた。以上の結果から，育児サポートは負担感に対

しては直接効果として作用し，不安感に対しては緩衝
効果として作用すると考えられた。
　育児不安についての結果は，１歳未満の低出生体
重児と成熟児の母親の心理的苦痛について検討した
Singer, Davillier, Bruening, Hawkins, and Yamashita

（1996）と同方向の結果であると考えられる。Singer
らの研究は，抑うつ，不安，身体症状といったストレ
ス反応に対するサポートの緩衝効果であったが，本研
究の結果からその前段階の育児ストレッサーの認知に
対してもサポートが緩衝効果を持つことが示された。
　ところで，産褥期の低出生体重児の母親の不安を支
えることは，精神衛生を向上させるという側面だけで
なく，児との関係を育み，児の心理・社会的発達の歪
みに予防的に働くという側面を持つことが指摘されて
いる（井上, 2007）。本研究の結果で明らかにされたよ
うに，家庭と医療のサポートを十分に受けることでき
ない母親に対しては，サポート体制がとられることで
育児不安や負担感が低減することが予測され，このこ
とが低出生体重児の育児にも関連する可能性がある。
また，高谷・原野・佐藤・高橋・氏家・石井・河原田・
鶴巻（2013）の報告によると，低出生体重児の母親は，
一般の母親と共通する悩みを持っているが，身体の病
気や食に関する悩みなど，低出生体重児に特有な可能
性のある悩みを抱えていた。このようなことから，低
出生体重児の母親のニーズに特化した支援を行うこと
が，母親の育児不安や負担感の一層の低減にもつなが
ると考えられる。この点については, 今後何らかの形
で検討したい。
２．本研究の限界点について
　本調査では，構造方程式モデリングを用いて，低出
生体重児の育児による不安・負担感に対するサポート
の緩和効果を示した。以上の結果を解釈するうえで考
慮すべき点が２つある。
　１つ目は統計的な留意点である。一般に構造方程式
モデリングでは比較的大きなサンプルサイズ（e.g., N 

>200）が推奨されることが多く，サンプルサイズが
100を下回る際は適用が難しいことが指摘されている

（Boomsama, 1985）。一方，測度が適切で，かつモデ
ルが過度に複雑ではない場合は，50もしくは100程度
の小さなサンプルサイズでも許容可能だという指摘も
ある（Iacobucci, 2010）。モンテカルロ法によるシミュ
レーション研究では，必要となるサンプル数は潜在変
数の数やモデルの複雑さに影響されることが示されて
いる（Boomsma & Hoogland, 2001; Tanaka, 1987）。
本研究では，潜在変数が3つの比較的単純なモデルで
はあったが，サンプルサイズが小さいと言える。以上
のことから，適合度指標や情報量基準に過誤が生じる
可能性も否定はできない。ただし，サンプルサイズ
が小さいときに推奨されているSRMRとCFI（Hu & 
Bentler, 1998）は問題のない数値であったことから，
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モデルの適切さはある程度保証されると考えられる。
２つ目は調査時期の問題である。本調査の終了直後に
東日本大震災が発生し，育児環境は震災前と震災後で
は大きく変化した。震災の混乱により調査時には得ら
れていたサポートが不足していることが考えられるた
め，現在は調査時よりも育児による不安・負担感の程
度が高まっている可能性もある。以上のことから，本
研究の結果を現状にあてはめることには一定の注意が
必要である。震災による育児環境の変化が低出生体重
児の母親の不安・負担感にどのような影響を与えてい
るかは今後検討すべき課題である。

注
１）本児以前の出産経験は育児不安・負担感の因子に影響

しなかったため，共分散構造分析には変数として組み込
まなかった。また，家族成員数を投入した場合，修正指
数の数値からx10との間に有意な正のパスがあると推測
された。家族成員数が増えるとしつけに対する考えが一
致しないということは論理的にも納得できる。適合度指
標は，項目x10とのパスを仮定する場合（SRMR=.074, 
CFI=.983）の方が「育児サポートの不十分さ」因子と
のパスを仮定する場合（SRMR=.143, CFI=.821）より
も良好であった。また，家族成員数からx10へのパスを
加えたモデルに変更したとしても，以後の多母集団同時
分析におけるパス係数および因子平均の有意差は変わら
なかったが，家族成員数を加えたモデルは加えないモデ
ルに比べて適合度指標が不良であった。以上の理由から，
家族成員数を以後の分析に変数として組み込まなかった。
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