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１３１３１３１３．．．．家族家族家族家族支援支援支援支援 

 

はじめにはじめにはじめにはじめに 

 

自閉症児の両親は、子どもの学習を支援するにあたって重要な役割を担っている。多くのプログラムにお

いて、両親は意志決定過程を主導するだけでなく、介入の実施において主要な役割を担っている。その

ため両親は、子どもと接する上で心理的な支え、アドバイス、そしてトレーニングを必要としている。また、

彼らは、受けることができる治療方法や支援サービスに関する、最新でしかも正確な情報を入手する機会

も必要としている。少数ながら増えつつある文献が、自閉症児の両親の体験を検証し、セラピストや教育

者に対して、支援を行う上での最適の方法についての情報を提供している。本章では、自閉症児の両親

との共同作業に関連するいくつかの重要な問題を議論し、さらにこれらのニーズに応えるために特に考

案されたプログラムの例を紹介する。 

 

診断の早期化と、子どもが診断されたらできるだけ早く介入が提供されることに焦点が当てられた結果、

北米やイギリスにおいて、幼児期の自閉症児を対象としたペアレント・トレーニングが、近年急速に拡大し

つつある。この傾向は、オーストラリア全域において、自閉症の早期診断の重要性と、一貫性があり十分

な情報に基づく診断や評価が行われることの必要性を浮かび上がらせている。子どもが診断された時に

サービスが利用可能になっていること、および診断とサービス提供の連携が取れていることが必要不可欠

である。これは、オーストラリア各地の政策立案者、資金提供者、サービス提供者にとって重要な目標で

ある。 

 

家族家族家族家族ののののストレスストレスストレスストレス 

自閉症児の両親は、他の障害児の両親や、健常児の両親よりもずっと大きなストレスを経験する（Honey, 

Hastings, & McConachie, 2005）。彼らは心理的障害 (Bromley, Hare, Davison, & Emerson, 2004； 

Duarte, Bordin, Yazigi, & Mooney, 2005)および人間関係の破綻(Higgins, Bailey, & Pearce, 2005)の高い

リスクをかかえる。ストレスは、自傷行為や儀式行動、強迫行動といった自閉症児が示す反社会的行動と

しばしば関係している（Higgins et al., 2005）。両親が経験するストレスのレベルは、支援を受けられるかと

いうことと非常に密接に関係しており、自閉症児の母親は、父親よりもずっと大きなストレスにさらされる傾

向がある（Honey et al.,2005）。家族のほかの構成員、特にきょうだいは、自閉症児のきょうだいがいること

に関連するストレスを被りやすい。自閉症児のきょうだいがいることの影響に関してはより詳細な調査が必

要である。自閉症児のきょうだいは、診断後の情報提供と支援、さらに成長過程を通じた継続的な支援を

必要とする。 

 

最近の一連の研究は、自閉症児を抱える家族の体験を調査し（e.g., Bromley et al., 2004; Honey et al., 

2005）、その中でより高い回復力を見せた家族によって示された対処メカニズムを特定し、理解しようと努

めてきた（e.g., Hastings et al., 2005; Higgins et al., 2005; Sivberg, 2002）。これらの研究やその他の研究の

成果は、自閉症児の両親や家族に対するサポートプログラムの開発と実施に利用されていくだろう。 

 

診断時診断時診断時診断時ののののサポートサポートサポートサポート 
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両親は子どもの診断に対して一人一人異なった反応を見せる。驚き、自暴自棄、無力感、また時には子

どもの発達に対して彼ら自身がすでに持っていた懸念の確認も見られる（National Autistic Society, 

2006c）。Futagi and Yamamoto （2002）は、自閉症診断の告知時における母親達の認識を研究した。母

親達は、ストレスを減らし、自分達が子どもの診断を受け入るために助けとなったいくつかの要因を特定し

た。この中には、(a)早期の評価と診断、(b)子どもの行動に関する情報とコミュニケーションを支援する方

略、(c)情報と支援を提供する親による自助グループの存在が含まれていた。多くの両親は、診断時に自

分の子どもの予後についての情報を求めるが、このような初期の段階で予後について確実なことを言うの

は困難であることを説明するのが、専門家の責任である（National Autistic Society, 2006c)。 

 

明らかに、専門家達は診断時に家庭をサポートする上できわめて重要な役割を担っている。Nissenbaum, 

Tollefson, Resse（2002, p37-38）は、以下の方法によって専門家が家族を支えることを推奨している。 

� 自閉症に関して詳しくなること 

� 家族のニーズを把握してその家族に適した状況を作り上げること 

� 効果的にコミュニケーションを取り、リソースと介入法のリストを提供すること 

� フォローアップを行い、予後について話し合い、希望を与えること 

� 自閉症の診断を伝える際には個人攻撃的な反応を受けるのが普通であることを認識すること 

専門家は診断時に自閉症児の家族に対して適切な情報と支援を提供できるように、常に専門能力を高

める活動に従事するべきである。 

 

情報情報情報情報にににに関関関関するするするする両親両親両親両親ののののニーズニーズニーズニーズ 

自閉症児の両親は、自分達の子どもの診断を理解し、支援サービスに関して賢明な選択をするために、

情報を必要としている。Pratt (1998)は、インディアナ州各地で自閉症児の家族のために開催された 10の

フォーラムの結果を報告する中で、診断時に家族に情報を提供する必要性を強調している。提供すべき

ものとしては、基礎的な情報を載せた簡単な文書、将来の行動のチェックリスト、子どもの障害に関する実

用的な情報、重要な組織やリソースの名前や電話番号、などが考えられるだろう。両親は、また長期的に

は次のような情報も必要としている。 

� 子どもの学習を支援するために役立つ方略 

� 利用できる治療や教育サービスに関する情報 

� 教育上の配置などに関する子どもの権利に関する情報 

� 障害児を育て支えることに関係して一般的に生じてくる金銭的な問題やその他の問題に取り組むこ

との助けとなる情報 

 

多くの両親は、どの療育法を利用すべきなのかを知ることは難しいし、様々な取り組みに関する情報が一

箇所に蓄えられていることは役に立つだろうと報告している。Pratt(1998)は、多くの両親は最初に提供さ

れる情報はより楽観的なものを好むと指摘し、また、きょうだいや家族全員に対する支援と訓練を提供す

る必要性を強調している。 

両親や専門家のためのガイドラインがあっても、それを必要とする家族の相当な部分にそれが届かない

可能性があるということを銘記することは重要である。このことは、少数民族や社会経済的に不利な条件

に置かれた家族、そして大都市から遠く離れた家族のような不利な状況におかれた集団の場合、特にあ

てはまる。 
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家族支援家族支援家族支援家族支援のののの例例例例     

 

ヘイネンヘイネンヘイネンヘイネンプログラムプログラムプログラムプログラム(The Hanen Program) 

自閉症児のためのヘイネンプログラムは、ペアレント・トレーニングに焦点を当てた自閉症早期介入プログ

ラムの中で、おそらく最も著名で、最も国際的に普及しているものであろう。ヘイネンセンターは、カナダの

トロントにある政府出資機関であり、新生児から 6 才までの子どもたちのコミュニケーションの発達を促進

するために、養育者を訓練することを専門としている。「モア・ザン・ワーズ（more than words）」は、プリスク

ール期の自閉症児の親のための、ヘイネンの集中的なトレーニングプログラムである。 

このプログラムは、その理論的な枠組みを対人関係・語用論・発達的アプローチに拠っており、行動的プ

ログラムと自然主義的な子ども中心のプログラムとの融合を強調する。すなわち、ABA プログラムにみら

れるように活動を計画的に小さなステップに分解して教えることもあれば、より自然的なアプローチの中に

ことばを機能的に用いる機会を組み込むこともある。 

このプログラムの目的は、子どもたちの日常の活動を、コミュニケーションを教える機会としていかに活用

するか、を親に学んでもらうことである。ヘイネンセンターのウェブサイトによれば、「モア・ザン・ワーズ」は

今日の最善の実践ガイドラインを取り込み、自閉症スペクトラム障害の子どもたちの学習を高めるために、

愛着、見通し、構造、視覚的なサポートの利用を強調している。このプログラムは成人学習の諸原理を応

用して、対話形式のグループセッションが 8 回、家庭での個別のビデオ撮影及びコーチングのセッション

が 3回からなる親講習会を行っている。このプログラムの目標は、知識と実践的な実地トレーニングを通じ

て、親が日常生活を学習経験に変えることができるようにすること、そして子どもたちがその生涯を通じて

受ける可能性がある他の治療法を親が支えていけるようにすることである。 

 

McConachie, Randle, Hammal, and Le Couteur （2005）は、「モア・ザン・ワーズ」のプログラムを受けてい

る2歳から4歳の自閉症児51人を対象に比較試験を実施した。一方のグループは直ちに介入を受けた。

もう一方のグループは少し期間をおいてから介入を受けた。結果は被験者募集から 7 ヵ月後に測定され

た。測定対象は、親が促進方略をどの程度利用しているか、親のストレス度、子どもとのやりとりの際に子

どものニーズをうまく満たせる能力、などだった。また子どもの能力レベルや語彙の量、問題行動、社会的

コミュニケーションスキルの測定も行われた（McConachie et al., 2005）。その結果は、（a）親は、自分の子

どもの発達を促進すると思われる方略の適用方法を身につけることができた、(b)講習会に参加した親の

子どもたちは、遅延群の親の子どもたちよりも多くの語彙があった、というものだった。 

しかしながら、この調査結果は、(a)この研究に関わった子どもの数が少数である、(b)グループの

割り当てはランダムではなかった、（c）二番目のグループがプログラムを開始する必要があった

ため、フォローアップまでの期間が短かった、(d)遅延群の親たちは、そのプログラムを待ってい

る間に他の介入を受けていた、(e)子どもたちのスキルの直接測定(ADOS)によっては目立った治

療効果が示されなかった、という事実を考慮に入れて評価されなければならないだろう

（McConachie, et al., 2005）。研究者たちは、このプログラムの有効性に関する具体的なエビデ

ンスを提示するためには、多くの治療センターからデータを集めたり、無作為化試験を用いたり、

このプログラムを他の介入プログラムと比較することが必要である、と示唆している。 

 

ヘルプヘルプヘルプヘルプ！！！！プログラムプログラムプログラムプログラム 
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ヘルプ！プログラムは、イギリスの英国自閉症協会(National Autistic Society)によって作られた、自閉症

児の親や養育者のための診断後支援プログラムである。このプログラムは、両親やフルタイムの養育者に

対して診断後の情報やアドバイスを提供すること、自閉症スペクトラム障害、前向きなマネジメントの方略、

地域の支援サービスに関する知識や理解を向上させることを目的としている（National Autistic Society, 

2006ｂ）。このプログラムは、5歳以上かフルタイムの教育を受けている自閉症児の両親や養育者、そして

過去 12 ヶ月以内に自閉症スペクトラム障害の診断を受けた若者や大人を対象としている。 

 

このプログラムの参加者は、初回の「はじめまして」セッション、１回 3時間、計 6回のコアセッション、最後

のお別れセッションに参加する。コアセッションのテーマは、(a)自閉症スペクトラム障害、(b)スペクトラムの

中で自分の子どもがどこに位置しているかを理解すること、(c)コミュニケーションと社会的相互作用、(d)行

動支援の方略、(e)教育と次のステップへの移行あるいは成人の生活と移行、(f)法律と権利、などである。

一回のプログラムは 10家族を対象とする。またプログラム参加者には、親の手引き、情報小冊子、リーフ

レット、児童向け･成人向けの書類ばさみが配られる。本レビュー作成時点で、このプログラムの有効性に

関する調査研究は確認できなかった。 

 

英国英国英国英国自閉症協会自閉症協会自閉症協会自閉症協会「「「「アーリーバードアーリーバードアーリーバードアーリーバード」」」」プログラムプログラムプログラムプログラム 

英国自閉症協会（NAS）によって開発された「アーリーバード（Early Bird）」プログラムは、親向けのプログ

ラムで、親たちが自閉症を持つわが子をよりよく理解し、より上手に関われるように支援するものである。こ

のプログラムの目的は以下の通りである。 

1. 診断から就学までの期間の両親を支援する 

2. 両親を力づけ、子どもが自然な環境の中で社会的コミュニケーションをとり、適切に振る舞えるよう親

が援助できるようにする 

3. 子どもが不適切な行動を身につけることを未然に防ぐために、早期から子どもと上手に接するやり方

を親に身につけてもらう (National Autistic Society, 2006a) 

「アーリーバード」プログラムは、少人数の講習会に、個別家庭訪問とビデオによるフィードバックを組み合

わせ、子どもに効果的に関わるための知識や技術を親に身につけさせることを目指す。親はこのプログラ

ムに 3 ヶ月参加するが、その間、一週間ごとに 3 時間のトレーニングセッションか家庭訪問のいずれかに

参加することを求められる。NAS は他の組織や機関を対象とするトレーニングコースも用意しており、それ

に参加した組織や機関はこのプログラムを提供する認可を得る。ニュージーランド自閉症協会は「アーリ

ーバード」プログラムを提供する許可を得ている。 

 

NAS は「アーリーバード」プログラムの評価を継続的に行っている。Hardy (1999)はこのプログラムに参加

した親たちに対する効果を評価する予備研究を行った。その結果は、親たちのストレスが減少し、子ども

をより肯定的に見るようになり、子どもとのやり取りにおいて複雑な言葉遣いをすることが減った。これらの

結果は、自閉症の子どもを持つ 119の家族が参加した、より大規模な研究(Engwall & MacPherson, 2003)

においても再現された。この結果は、家族支援におけるこのプログラムの有効性を示す暫定的なエビデン

スを提供している。しかしながら、より大規模な無作為比較試験が必要とされる。 

 

家族向家族向家族向家族向けけけけプラスプラスプラスプラス思考思考思考思考的的的的行動支援行動支援行動支援行動支援（（（（PBS））））プログラムプログラムプログラムプログラム 

家族向け PBS プログラムは、子どもの問題行動に対処するために、組織的かつ協調的なやり方で両親と
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専門家が共同作業を行う。このプログラムは通常、日常活動において子どもたちを支援することに焦点を

おき、5つの局面から成っている。 

1. 家族と専門家との間の関係を構築する 

2. 問題行動の機能的評価を実施する 

3. 介入の場面となる日常のルーティーンを決める 

4. ルーティーンのそれぞれに対応する行動支援プランを作成する 

5. 支援プランを実施し、必要に応じて見直しを行う 

家族向け PBS プランは、(a)問題行動の代わりとなるスキルを教え、増加させるための方略、(b)問題を事

前に防ぐための方略、(c)問題が発生したときにそれに対処するための方略、(d)改善をモニターするため

の方略、を含む。Marshall ＆ Mirenda (2002)によると、これらのプログラムは行動において本質的な長

期にわたる変化を作り出し、改善された生活の質を子どもとその家族にもたらす潜在力を持つ。 

例えば Boettcher, Koegel, McNerny, ＆ Koegel (2003) は、家族向け PBSプログラムを潜在的な危機に

直面した自閉症児の家族に提供した。このプログラムは自閉症児とそのきょうだいによる破壊的な行動の

減少をもたらし、さらに家族全体にストレスの減少や肯定的なやりとりの増加といった、その他の肯定的な

副次効果をもたらした。これらの、そしてその他の知見(e.g., Lucyshyn, Albin, & Nixon, 1997; Marshall & 

Mirenda, 2002)は、家庭向け PBS の有効性の暫定的なエビデンスを提供している。しかしながら、これら

の知見を再現し、さらに拡張するための、より大規模な比較試験を含む更なる研究が必要とされる。 

 

家族家族家族家族支援支援支援支援のののの評価評価評価評価 

 

親・家族向けの介入が自閉症児の行動支援アプローチとして好んで用いられるようになってきたため、そ

の有効性を適切に評価することが必要となってきている。Bailey, McWilliam, & Darkes et al. (1998) は早

期介入が家族向けアプローチに内在する目標を達成した度合いを判断する枠組みを示した。それは早

期介入の目的や予期される便益を根本的に見直そうとする専門家や親や政策決定者たちの議論にとっ

て刺激となるだろう。家族支援プログラムの有効性を評価するためには更なる調査研究が必要とされる。

特に家族の離反やうつ病などの間接的影響をも調査対象にすることが望まれる。 

 

まとめまとめまとめまとめ 

 

家族支援は自閉症児の家族にガイダンス、トレーニング、情報、支援を提供することを目的とする。わが

子に関する専門家である両親が、その子どもたちの学習を支援するにあたって中心的な役割を果たすこ

とができるように力を与えることに重点が置かれている。これらのプログラムの成功は、親と専門家との間

に強力かつ協働的な関係が構築されるか否かにかかっている。とりわけ、保健関係者や支援員らが家族

全員のニーズを満たすことによって自閉症児とその家族の幸福を増進する能力を持っているかどうか、が

重要になってくる。そのためには、(a)家族が様々な支援を選択し、コントロールすることを援助する、(b)家

族が複雑なサービスシステムをうまく利用することを助ける、(c)家族、友人、隣人による非公式な支援をう

まく利用できるよう援助する、(d)アセスメントや介入プランニングの過程で家族の事情を考慮する、などの

配慮が必要である。 

 

 


