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ペアレント・トレーニングの有用性について

－様々な指標を用いて効果が明確になった 1事例を通して－

抄　録

本大学において発達障害児の母親を対象としたペアレント・トレーニングを実施し，様々な指標を用いて検
討した結果，子どもの問題行動に対する標的行動と，母親のストレスにおいて改善が確認された事例について
報告した。ペアレント・トレーニングの利点は，母親の対応を客観的に確認できること，母親の自己評価の向
上が期待できること，参加者間の相互サポート的機能が期待できることが考えられた。
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1 はじめに

近年，注意欠陥・多動性障害（以下 ADHD）や広
汎性発達障害と診断される発達障害児が急増してい
る。平成 14 年に文部科学省が調査研究会に委嘱して
実施された「通常学級に在籍する特別な教育的支援を
必要とする児童生徒の全国実態調査」の結果では，学
習障害（LD），ADHD，高機能自閉症を含む特別な教
育的支援を必要とする児童生徒は，約 6.3 ％の割合で
通常の学級に在籍している可能性があることが示され
た 1）。しかし，このような子ども達は特別な支援を必
要とするとの理解が得られにくく，同年齢の子どもと
同じように行動するよう要求される事が多い。したが
って，養育者や教師からの注意や叱責が多くなり，同
級生からは「うるさい」，「わがまま」，「暴力的な子」
として徐々に受け入れてもらえにくくなるといった状
況が生じやすい。また，このような子どもたちの養育
者は，我が子の行動に戸惑い，受け入れることができ
ず，子育ての難しさを感じることが多く，良好な親子
関係を持ちにくい傾向にある。このような悪循環は，
親子ともに自己価値観や自尊心を失わせる結果とな
り，鬱症状や，虐待，反社会的行動などの二次的障害
を生じさせる要因になる。臨床場面ではこのような親
子関係の歪みに対して，具体的な対応が求められる。
そのため，日常生活の中で親子関係を改善し，養育者
の子育て負担感の軽減と，子どもの自己価値観や自尊
心の向上を目標とする取り組みは急務であると考え
る。
そこで，我々は養育者に子どもの養育技術を獲得さ

せることを目的とするペアレント・トレーニングの方
法に注目した。ペアレント・トレーニングとは，大隈
ら 2）によれば「親は自分の子どもに対する最良の治
療者になれるという考えに基づき，親に子どもの養育
技術を獲得させるトレーニング」であり，行動分析の
理論に基づいて，親が共同治療者として，子どもの養
育技術を獲得することを目的としている。ペアレン
ト・トレーニングは，1960 年代にアメリカを中心に
始まり，初期は精神遅滞や自閉症の児を対象として，
親が家庭で子どもに対して訓練を行えるようにするこ
とが目的であった。しかし，1980 年代に入り軽度発
達障害児に対するペアレント・トレーニング，特に
ADHD児を持つ養育者を対象としたペアレント・ト
レーニング法が開発されるようになり，1987 年に
ADHD児をもつ親を対象に Barkley 3）がペアレント・
トレーニング・プログラムをマニュアル化している。
そして，ペアレント・トレーニングを実施した家族に
おいて，養育者が評定する子どもの行動，養育者の養
育スキルとストレスにおける効果を実証している 4）。
しかし，これらの研究にでは，ペアレント・トレーニ
ングとソーシャル・スキル・トレーニングの併用，あ

るいは薬物療法との併用の結果であり，効果判定は養
育者が評定するチェックリストしか使用されていな
い。

Anastopoulosら 5）は，ペアレント・トレーニングと
薬物療法の効果の比較研究で，両者とも子どもの改善
に有効との結果を示し，ペアレント・トレーニングと
薬物療法の併用は薬物を少量にでき，薬物の副作用を
少なくできることを報告している。ADHDに対する
特に幼児期からの薬物療法は，副作用の心配などから
その投与に関して不安に思う親も少なくない。ペアレ
ント・トレーニングとの併用により，薬物投与を少量
にできることを実証したこの研究は，幼児期からの薬
物療法を余儀なくされる親にとっては重要な結果であ
ると考える。
日本における同様の研究では，大隈らの肥前方式親

訓練プログラム 6），上林ら 7）によるペアレント・トレ
ーニング・プログラム，岩坂らの「奈良医大 Parent

Support Classes」8）などがある。いずれも，プログラ
ムの概要とその効果について検討しているが，効果判
定は母親によるチェックリストのみである。また，日
本においてはまだ事例報告は十分になされていない。
本研究の目的は，ペアレント・トレーニングの有用

性について，標的行動の観察も含めた複数の指標を用
い，最も効果が明確であった１事例の効果要因を分析
することである。

2 方法

2.1 対象

2006 年，本大学で実施されたペアレント・プログ
ラムに参加した 3名の事例のうち，最も効果が明確で
あった事例 1 名を選択した。事例は ADHD（混合型）
と診断された 7歳（小学校 1年生）男児で通常学級に
通っていた。WISC-Ⅲによる IQは 120（VIQ： 119,
PIQ： 117）であり，服薬はしていなかった。家族構
成は，両親と弟との 4人暮らしであった。両親は共働
きであり，放課後は児童クラブに参加していた。父親
は子育てにあまり協力的ではなく，子どもにとって怖
い存在のようであった。母親の主訴は，朝起きない，
片づけない，食事中の行儀が悪い，言葉遣いが汚い，
「してない」と嘘をつく等であった。母親は，今まで
に宿題を定着させるためにトークンを使用した事があ
るが，一度も成功していなかった。また，他の機関で
の療育や医療的なフォロー，訓練等は受けていなかっ
た。

2.2 介入方法

Barkley のペアレント・トレーニングを参考に，
ADHD児に対する本大学版ペアレント・トレーニン
グ・プログラムを作成し，実施した。プログラムの目
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的を，①親が子どもの行動特徴を正しく理解する，②
行動変容のための正しい方法を学び，③子どもの適応
行動を増やす，④よりよい親子関係を再構築すること
に設定した。

2.2.1 プログラムの対象

プログラムの対象者は，5 歳から 10 歳の ADHDと
診断された子どもの母親 3名である。対象者の選択は
医師が行い，選択基準は ADHDの診断を受け，定期
的に診察のために大学附属診療所に来院している養育
者の中から，①養育者がプログラムの説明を受け，か
つトレーニングを希望した者で，②対象児が年長幼児
から小学校低学年，③プログラムへの参加が毎回可能
な者とした。

2.2.2 プログラムの構成

プログラムのスケジュールは週 1回，午前の 2時間
を 10 回，前半 1 時間が講義形式で，後半 1 時間がデ
ィスカッション形式の検討会で構成した。さらに，プ
ログラム開始に先立ち，各参加者に各々 2つの標的行
動を設定した。これは，プログラム開始前に行うオリ
エンテーション時に，家庭で子どもに身につけさせた
い行動を母親から 5つ挙げてもらい，その後，筆者と
母親との協議を通して，そこから 2つの標的行動を選
択するものである。この 2つの標的行動を決定する基
準は，1つはもう少し頑張ればできそうなことであり，
これはこのプログラムを通して養育者も子どもも共に
成功体験を経験することを目的とした。さらに，効果

が現れるまでに長時間を要すると，プログラムに対す
る参加者のモチベーションが低下する可能性があり，
成功体験を通して，他の行動への汎化も期待できる。
2つ目の基準は，列挙した 5つの中で母親に優先順

位を付けてもらい，その最上位の行動とした。これは
当該行動の改善が，母親の満足度を高め，そのことが
子どもとの関係改善に寄与できると考えたからであ
る。
3つ目の基準は，回数や時間等可能な限り量的に測

定できることとした。

2.2.3 講義内容

講義内容は表 1に示す通りである。セッション 1で
は，ペアレント・トレーニングの主旨，親のあり方を
中心に教授する。セッション 2では，ビデオを使用し，
実際場面を見ながら具体的な方法を提示する。これは
学習を容易にし，また成功場面をみることにより，プ
ログラムに対するモチベーションを高かめることを目
的としている。また行動観察の方法と記録の方法も教
授する。これは，子どもの行動が起こる前後の状況を
詳しく観察し，記録方法を説明し，子どもの不適切な
行動をいきなり変えようとするのではなく，行動のき
っかけや行動をした後の対応を変えてみることで，結
果的に行動が変わっていくということを学習すること
を目的としている。セッション 3と 4では，どのよう
な行動に注目するのか，またどのように誉めるのかを
より具体的に明確にするために，まず上述した 2つの
標的行動に注目し，その行動ができた時に誉めていく

 

セッション� 内�      容� 

1 プログラムの考え方や方法� 

  プログラムの主旨，親のあり方を中心に教授�  

2 実例紹介／行動観察と記録の仕方� 

  著者が個別に療育している事例の紹介と行動分析的な考えを教授�  

3 望ましい行動を増やすには（１）�  

  ほめ方のポイントを教授� 

4 望ましい行動を増やすには（２）�  

  トークンシステムの意義，手続き等を教授�  

5 困った行動を減らすには（１）�  

  計画的無視の意義と手続き等を教授� 

6 困った行動を減らすには�（２）�  

タイ�ムアウト�の意義と手続き，公の場での使用について教授�  

7 協力を引き出す方法� 

  効果的な指示の出し方，選択権の与え方，予告することを教授�  

8 制限を設けるには� 

  罰を与える手順について教授� 

9 環境の整え方� 

  構造化，視覚的手がかり明確な物理的境界について教授�  

10 ビデオ�視聴しながらの発表� 

 

表 1 各セッションにおける講義の内容



ことを学習する。このように，肯定的注目の学習にお
いて，標的行動を設定し，よりわかりやすくし，本プ
ログラムの特徴でもある。セッション 5と 6では，子
どもの不適切な行動を無視することやタイムアウトの
方法を学ぶ。叱責でない方法で子どもに自己の行動が
良くないことを気付かせる方法を教授する，さらに子
どもの行動が適切な行動に変わったところで，必ずほ
めることを強調して教授する。セッション 7では，効
果的な指示の出し方，子どもに選択権を与えること，
予告すること，「～したら～してよい」という取引に
ついて教授する。セッション 8では，罰を与える手順
について教授する。これは，セッション 7までに学ん
だ方法では効果がなかった場合や，自分や他人を傷つ
ける可能性のある破壊的な問題行動に対して，まず，
警告を発し，子どもに従うチャンスを与えたうえで，
なおかつ従わなかった時にのみ罰を与える方法であ
る。これは最後の手段として使用することを強調して
教授する。セッション 9では，構造化，視覚的な手が
かり，明確な物理的境界，部屋や机の整理整頓につい
て教授する。セッション 10 では，今まで行ってきた
ことをビデオを通してフィードバックする。これはプ
ログラム前後に，家庭でビデオ撮影してもらった標的
行動の様子を視聴しながら，各参加者に工夫したとこ
ろや，変化したところを発表してもらう。ビデオを通
して，プログラム前後の子どもの様子を視聴すること
で，参加者自身が効果や対処方法をフィードバックす
る。

2.2.4 個別課題の検討

各セッションの後半の検討会は，予め決めた標的行
動について家庭での様子を毎日観察，記録するよう親
に指導し，1週間分の記録を基に親が行っている対応
方法を検討，修正，賞賛する等のフィードバックを行
う。そして各家庭に即した具体的工夫を共に考え，参
加者同士が互いに意見を出し合う。その後，この検討
会で助言された具体的な対処方法を，各家庭で実践し，
次週に 1週間分の様子を報告し，それに対しまた賞賛
や修正，助言を出し合う。これは，ディスカッション
形式の場を設けることにより，参加者同士が互いに意
見を出し合ったり，子どもへの対処に関する自分の経
験を話したり，共感しあったりすることができ，参加
者間での相互のサポート機能をもたせることを目的と
している。このような形式の検討会の場を設け，重要
視しているところが，本プログラムの特徴でもある。

2.2.5 プログラムのスタッフ

スタッフは，小児神経科の医師 1名と作業療法士 2
名である。

2.3 プログラムの効果判定

2.3.1 観察による行動変化の評価

決定した標的行動については，ベースライン期と介
入期のいずれについても，母親が毎日観察，記録を続
ける。記録は，標的行動によって異なるため，その都
度記録方法を母親に指導する。

2.3.2 カナダ作業遂行評価（Canadian Occupational

Performance Measure：以下 COPM）

ある作業の遂行に対して対象児・者自身の認識が経
時的にどのように変化するかを調べることを目的に，
Mary Lawらによって作成された個別的尺度である。
わが国では吉川ら 9）が日本語版として訳したものが
使用されている。これは，作業遂行における問題を探
し，それぞれの問題の重要度，遂行度，満足度につい
て 1から 10 までの 10 段階で母親が評定する。得点が
高い方が，重要度，遂行度，満足度が高い事を意味す
る。

2.3.3 ADHD-RS（家庭版）

家庭における ADHDの主症状の変化を確認するた
めに実施した。これは DuPaul らが作成した ADHD

Rating Scale-Ⅳを山崎ら 10）が訳した日本語版である。
これは DSM-Ⅳに基づく行動調査票の家庭版である。
16 項目の質問から構成され，それぞれ「ない，もし
くはほとんどない」から「非常にしばしばある」の 4
段階で，0点から 3点として得点化した。

2.3.4 ADHD-RS（学校版）

学校における ADHDの主症状の変化の有無を確認
し，このトレーニングによる子どもの行動修正が，他
の場面へも般化するかをみるために実施した。これは
DuPaulらが作成した ADHD Rating Scale-Ⅳを山崎ら
10）が訳した日本語版である。これは DSM-Ⅳに基づく
行動調査票の学校版である。18 項目の質問から構成
され，それぞれ「ない，もしくはほとんどない」から
「非常にしばしばある」の 4 段階で，0 点から 3 点と
して得点化した。

2.3.5 Knowledge of Behavioral Principles as Applied

to Children (以下： KBPAC)

O'Dellら 11）が作成した KBPACを梅津が訳した日
本語版である。これは，子どもの養育に応用する行動
原理の知識を問う 50 項目の質問紙である。各質問に
対し 4つの選択肢がり，その中から最も適切なものを
選ぶ形式である。選択肢には行動変容の原理に基づい
た正解が 1つ含まれており，解答が正解の場合得点と
して 1点が加算される。今回は，肥前方式親訓練プロ
グラム 12）で使用されているものを使用した。
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2.3.6 Questionnaire on Resources and Stress（以下：

QRS）

Friedrichらによって作成された親の養育上のストレ
スを測定する質問紙である。プログラムでは，山上ら
が日本語に訳した質問紙を使用した 12）。これは 52 項
目から構成されており，それぞれの項目に「はい」，
「いいえ」で答える二者択一方式である。ストレスが
高い方に解答した場合に 1点が加算され，高得点なほ
どストレスが高いことになる。全項目は，因子Ⅰ：親
と家族の問題，因子Ⅱ：悲観，因子Ⅲ：子どもの特徴，
因子Ⅳ：身体能力の低さの 4因子に分類される。

3 結果

3.1 標的行動の決定

ベースライン期の前に母親と面談し，標的行動を 2
つ決定した。まず母親が挙げた家庭で子どもに身つけ
させたい行動は，「入浴後すぐにパジャマを着る」，
「学校から帰ってきたら宿題をする」，「ゲーム時間を
1時間以内にする」，「部屋を片づける」，「行儀良く食
事をする」の 5つであった。次に筆者と母親との協議
を通して，その 5つの行動から「学校から帰ったら宿
題をする」と「入浴後すぐにパジャマを着る」の 2つ
の標的行動が決定された。「入浴後すぐにパジャマを
着る」は，毎日の日課として定着していなかったが，
動作的には可能であり，できる日もあったため，もう
少し頑張ればできそうなこととして選択した。「学校
から帰ったら宿題をする」は，宿題をしない日もあり，
優先順位の最上位の行動であった。

3.2 標的行動「学校から帰ったら宿題をする」に対

する介入

まず，「学校から帰ったら宿題をする」の記録方法

と評価基準を確認した。母親が「宿題をしないさい」
と指示を出してから，本児が宿題に取りかかるまでの
時間と，宿題に取りかかるまでに母親が出した指示の
回数をカウントしてもらった。この評価基準を基に，
毎日母親が時間と回数を記録することを指導した。さ
らに，「母親が出した指示の内容」と，それに対する
「本児の反応」，本児の反応に対する「母親の対応」も
記録してもらった。

3.2.1 ベースライン期の状況

宿題に取り掛かるまでの時間は，10 分程度から 60
分以上かかることもあり，平均 37.5 分を要していた。
母親の声かけは，2回から 12 回であり，平均すると 1
日に 6回の声かけを必要としていた。母親の記録から
は，本児の反応として「足が痛いからやりたくない」
などしたくないことに何かしらの理由をつけたり，
「～をしてから」というように後回しにする反応が多
かった。またそれに対する母親の対応は，曖昧で日に
よって対応が異なったり，怒ったりすることが多かっ
た。また，母親は宿題をさせることに対して，トーク
ンを使用していたが一度も成功していなかった。その
内容を伺うと，宿題をしたらシール 1枚がもらえ，シ
ールが 5枚貯まったらお店に行ってムシキングのゲー
ムができるということであった。しかし，宿題の内容
を聞くと，学校の宿題が「本読み 10 回」と，「プリン
ト数枚」，さらに母親が出している課題「ドリル」で
あり，この量は，本児にとって達成する事が困難な量
であることが推測された。

3.2.2 介入内容と経過

対象児の状況に合わせて介入期を 3 期に分類した
（図 1，2）。図 1 は，母親が宿題を促し，取りかかる
までにかかった時間を日ごとに示した。図 2は，本児

図 1 母親が声かけをしてから宿題に取りかかるまでの時間
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が宿題にとりかかるまでに母親が声かけした回数を日
ごとに示した。時間と声かけ数のデータ収集は平日の
みとして，学校の休日の日は宿題はしないこととし
た。

Ⅰ期：ベースライン期での状況を基にして，スタッフ
と母親，さらに他の参加者の母親とで対応を協議した。
まず，宿題量を調整することで，母親がしていたトー
クンは継続することにした。しかし，介入が始まると
同時期に，学校行事である発表会に向けてピアニカの
練習 1 日 10 回が，宿題として新たに追加された。本
児はピアニカも苦手であり，練習もしたくない様子で
あった。そのことも踏まえて宿題量を協議し，母親が
課題として与えていたドリルは中止することにした。
さらに学校の担任に母親から依頼してもらい，本読み
を 10 回から 1 回に，プリントを 1 枚，ピアニカの練
習を 10 回から 1 回に減らしてもらった。そして，宿
題量を変更したことと，宿題にとりかかることを母親
から指示されて 10 分以内に宿題を始めて，宿題を終
わることができたらシール 1枚がもらえ，シール 5枚
貯まったらムシキングができることを本児と母親との
間で新たに約束をして取り組んだ。
Ⅰ期の宿題に取りかかるまでの平均時間は 17.3 分

であり，母親の平均声かけ数は 4.9 回であった。初日
は，母親から上記のことを告げられると，「やったあ，
楽勝」と言って，スムーズに宿題に取りかかることが
でき，2日目は楽譜を学校に忘れ，そのことが原因で
なかなか取りかかれないでいたが，それ以降は，スム
ーズに取りかかることができた。6日目は，友達が遊
びに来て，取りかかることができずにいた。そして
10 日目にシール 5 枚が貯まり，ご褒美としてムシキ
ングをすることができた。これは，本児と母親ともに

初めての成功であり，互いに嬉しかったようである。

Ⅱ期：トークンが初めて成功し，宿題もスムーズに取
りかかれるようになってきたが，母親との討議の中で，
宿題は床に寝転んでしていることがわかった。そのた
め宿題をする場所を明確に決め，姿勢を正した方が良
いだろうとのスタッフと参加者間の意見で，ダイニン
グの机と椅子で行うことにした。また，そのことを本
児にも伝え了解を得た。
Ⅱ期の宿題に取りかかるまでの平均時間は 20.8 分

であり，母親の平均声かけ数は 4.4 回であった。1 日
目は，椅子に座り「座り心地が良い」と言い，機嫌よ
く宿題をしたようである。2日目は，友達が遊びに来
て，最初に 2人でゲームをしてしまい時間がかかって
しまったが，それ以降はスムーズに行えた。

Ⅲ期：友達が来た日は，時間がかかってしまうため，
「宿題が終わってから友達と遊ぶ」というように，明
確な約束をしなおした。Ⅲ期の宿題に取りかかるまで
の平均時間は 9.3 分であり，母親の平均声かけ数は
2.8 回であった。友達が遊びに来た日も，約束を守る
ことができた。友達と遊べることが強化子となってお
り，宿題を早く終わらせることができると，母親は感
じていた。2日ほど取りかかるまでに時間がかかって
いるが，両日とも代休や休日であった。3日目に 2 回
目のシール 5枚を獲得でき，ご褒美が与えられた。さ
らに 9日目に 3回目のご褒美を得ることができた。
この時期になり母親自身が，子どもが指示を素直に

受け入れられるようになったと発言していた。その要
因を母親に聞くと，母親自身が「ほめることが増えた」，
「あまり口うるさくしなくなった」，「子どものいい訳
を無視するようにした」と母親の対応の変化を挙げて

図 2 宿題に取りかかるまでに母親が声かけをした回数
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いた。

3.3 標的行動「入浴後すぐにパジャマを着る」に対

する介入

まず，「入浴後すぐにパジャマを着る」の記録方法
と評価基準を確認した。母親が「服を着なさい」と指
示を出してから，本児が服を着始めるまでの時間と，
それまでに母親が出した指示の回数をカウントしても
らった。この評価基準を基に，毎日母親が時間と回数
を記録することを指示した。さらに，「母親が出した
指示の内容」と，それに対する「本児の反応」，本児
の反応に対する「母親の対応」も記録してもらった。

3.3.1 ベースライン期の状況

服を着始めるまでの時間は，5分程度と比較的すぐ
に着始める日から 40 分もかかる日もあり，平均時間

は 13.8 分であった。母親の声かけは，1回から 7回で
あり，平均すると 1日に 3回の声かけを必要としてい
た。母親の記録から，身体を拭きながら別の部屋に行
きテレビや本を見たり，母親に放っておかれた時に，
着始めるまでに時間がかかっていることが分かった。
入浴は，いつも父親と弟の 3人で入っており，父親は
子どもと自分の身体を洗った後，子どもたちより先に
出でていた。そのため，母親がお風呂から出ることを
促し，服を着るよう子どもたちに声かけしていた。声
かけの様子は，命令形であり怒るような指示の与え方
であることが確認できた。弟はお風呂から出ると，す
ぐに服を着ていた。

3.3.2 介入内容と経過

対象児の状況に合わせて介入期を 2 期に分類した
（図 3，4）。図 3 は，母親が服を着ることを促してか

図 4 子どもが服を着始めるまでに母親が声かけした回数

図 3 母親が服を着ることを促してから着始めるまでの時間



人間と科学　県立広島大学保健福祉学部誌　9（1） 39 － 50 2009

－ 46 －

た，着始めるまでにかかった時間を日ごとに示した。
図 4は，本児が着始めるまでに母親が声かけした回数
を日ごとに示した。

Ⅰ期：ベースライン期での状況を基にして，スタッフ
と参加者とで対応を協議した。まず，服を着ることを
ゲーム感覚で弟と競争するようにした。これは，服を
着る動作を楽しい雰囲気にすることで，テレビや本よ
りも先に興味を引くようにすることを狙った。母親の
指示は「服を着て」という命令的要素が強い言い方か
ら，「弟と一緒にヨーイ・ドン」いうように，遊び感
覚の言い方に変更した。
Ⅰ期における着始めるまでの平均時間は 7.4 分であ

り，母親の平均声かけ数は 1.1 回と，ほとんど 1回の
声かけで着始めるようになった。4日目と 5日目は 20
分かかっているが，4日目は弟が先にお風呂から先に
出てしまい，5日目はお風呂の洗剤用品が視野に入り，
お風呂掃除を始めたために時間がかかってしまってい
た。

Ⅱ期：兄弟で競争していたが，勝つことのみに執着し，
弟の邪魔をしてまで勝つというようなことが見られ始
めたため，誘い方等について再協議した。その結果，
誉め言葉を「早く着れた」から，「上手に着れた」と
変更した。また，本児と母親が話し合い，「上手に着
ること」と「弟を手伝うこと」を約束した。
Ⅱ期における着始めるまでの平均時間は 5 分であ

り，母親の平均声かけ数は 0.7 回とさらに減少し，Ⅱ
期の半分は母親の声かけ無しで着始めることができ
た。しかし 10 分かかった日が 2 日あり，これはパジ
ャマを事前に用意してなく，「パジャマを出してない
から着られない」と不機嫌になったためであった。し
かし，母親は子どもが不機嫌になっても母親は怒るこ
となく，パジャマがなかったことを受け入れ，パジャ
マを用意し，いつものようにゲーム感覚で促すことが
できことを確認できた。

3.4 各チェックリストの結果

表 2 に介入前後における COPMの結果を示す。こ
れは，標的行動に関する母親の認識の経時的変化であ
る。2つの標的行動ともに重要度が 8と高いが，介入
前の標的行動に対する子どもの遂行度，及びそれに対
する母親の満足度は共に低い評定であった。しかし介
入後においては，遂行度と満足度ともに得点が向上し
ており，プログラムのディスカッションの場において
も，後半頃より標的行動に限定した行動ではあるが，
「だいぶ落ち着いてきた」，「できるようになってきた」
というコメントが，頻繁に聞かれるようになった。

ADHD-RS（家庭版）は，介入前の 36 点から介入後
は 22 点に減少した。家庭における問題の項目数に変
化はないものの，各問題行動の出現頻度が減少したこ
とによる。しかし，ADHD-RS（学校版）は，介入前
後とも 9点であり変化はみられなかった。
母親の行動原理の知識の変化を測定する KBPAC

図 5 介入前後におけるQRS の結果
■：介入前，□：介入後

 重要度� 遂行�度� 満足度� 

標的行動�   介入前� 介入後� 介入前� 介入後� 

学校から帰ったら宿題をする�  8 1 8 4 8 

入浴後�すぐにパジャマを着る� 8 3 9 2 9 

表 2 介入前後における COPMの変化
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は，介入前の 18 点から介入後は 38 点に向上した。
養育における母親のストレスの変化を測定する

QRSは，介入前の 28 点から介入後は 14 点と，スト
レスの減少を示した（図 5）。下位項目では親と家族
の問題が 13 点から 6点に減少した点が著明であった。
改善した内容は，「この子のために我慢しなければな
らない」，「この子に手がかかり，他の家族の世話がお
ろそかになる」，「疲れていて楽しむ余裕がない」，「こ
の子のことを考えると悲しくなる」等であり，養育に
余裕が持てるようになったことが推測される。さらに
子どもの特徴の項目においても得点が減少し，「この
子がなついてくれているので，うれしい」，「この子と
のコミュニケーションはスムーズにできます」，「この
子を人前に連れて行くとき，いつも緊張します」等の
項目に改善がみられ，子どもを受け入れられるように
なったことが推測される。

4 考察

今回，本大学で実施しているペアレント・トレーニ
ングに参加した母親及び子どもの経過について報告し
た。以下に今回の事例における子どもの行動改善の要
因について，またこの事例におけるペアレント・トレ
ーニングの利点について考察する。
今回の事例においては，設定された 2つの標的行動

が共に改善をみせた。まず宿題が定着した要因として
は，トークンシステムを使用しその報酬が強化子とし
て有効であったと考えられる。トークンシステムは，
強化の方法の 1つで，行動を確実に実現させるための
有効な方法である。トークンシステムの中では，望ま
しい行動をするとトークンを獲得でき，トークンが約
束していた数だけ貯まるとバックアップ強化子と交換
することができるというシステムである。日常生活の
中でも頻繁に使用されており，代表的なものにはお金
がある。紙幣や硬貨自体はそれのみで価値があるもの
ではないが，食べ物や衣服，コンサートのチケット，
車などを手に入れることができる。その他，スーパー
やレンタルビデオのスタンプカード，ベルマークなど
がその例である。スタンプやベルマーク自体に価値は
ないが，それらを一定の数だけ集めると好きな商品，
無料券などのバックアップ強化子と交換することがで
きる。
今回の事例においては，母親から指示されて 10 分

以内に宿題を始めて，宿題を終わることができたらシ
ール 1枚がもらえ，シール 5枚貯まったらムシキング
ができることを本児と母親の間でトークンシステムの
契約を結んだ。この場合，シールがトークンであり，
ムシキングがバックアップ強化子である。このトーク
ンシステムの使用が，宿題という行為の動機づけにな
り習慣化していったと考えられる。その理由としては，

子どもの能力の程度に合わせた宿題量に調整したこ
と，トークンの獲得と同時にほめることを強調し母親
が実行したこと，さらに親子間で話し合い，共通意識
をもち，トークンの使用を明確にしたことが，対象児
の宿題に対する意識付けに結びついたといえる。
入浴後すぐにパジャマを着るに対する要因において

は，母親の声かけを命令的な言い方から，ゲーム感覚
的な言い方に変え，弟も一緒に巻き込んだことが有効
であったと考えられる。この 2つについては，講義の
「協力を引き出す方法」の中で教授した事が実行でき
た点が大きいが，その要因として指示の出し方の変化
が考えられる。効果的な指示の出し方については，周
囲の子どもを誘ったり，ブロークン・レコード（同じ
指示を淡々と繰り返し言い続ける）等で詳細に説明し，
さらに個別課題の検討でも，具体的な指示の出し方を
話し合った事が効果につながったと考えられる。指示
の出し方により，子どもが指示に応じ易くなるという
経験は，今までに参加した母親が共通して言っていた
ことである。それは，子どもに与える指示を「しなさ
い」というような強い口調から，「しよう」のような
優しく言うことで，子どもの反抗的なあるいは暴言が
減少し，素直に従うことができるようになった。これ
は，Pistermanら 13）が，課題を遂行する行動を増やす
ために，母親の指示の出し方をトレーニングする従順
モデルを基盤としたペアレント・トレーニングを実施
した結果，不注意はさほど変わらないが，指示に従い
やすくなったという報告と一致する。
また，今回のペアレント・トレーニングの中で教授

した肯定的注目や罰等，子どもの問題行動に対する対
応方法については，本などにもよく記載されており，
養育者が独自に学習していることもよくある。しかし，
それで成功しているケースは少ない。今回の事例も母
親が本を読み，介入前よりトークンシステムを実施し
ていたが，課題の設定が不適切で一度も成功する事が
なかった。この不成功体験が母親の養育に対する自信
を失くす一因にもなっていたと考える。
ペアレント・トレーニングでは，講義の中で「望ま

しい行動を増やす方法」として，トークンシステムを
教授する機会を設け，さらに個別課題の検討の中で，
今までに実施してきたトークンシステムについての詳
細を聞くことにより，成功しなかった原因を客観的に
振り返る機会を設けた。さらに，他の母親の意見を聞
きこともでき，今後の対策について大勢で検討するこ
とができた。このようにペアレント・トレーニングに
よって，今まで取り組んできた対応方法の確認と，子
どもの能力に合った適切で具体的な対応方法を学べた
事が，成功の重要な要因となったと考える。
さらに，参加者全員を含めた集団による個別課題の

検討（ディスカッション）の場を設けている点も大き
な要因としてあげられる。Whitham 7）は，ADHDとい
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ってもその程度は様々なため，参加家族の発言により，
かえって落ち込む家族も出る可能性を指摘し，あくま
でペアレント・トレーニングの集団を適切な行動獲得
のための訓練の場として位置づけている。しかし，今
回のプログラムの参加者は，集団の場で互いに積極的
に発言し，同じ悩みを抱えた仲間と出会うことで，自
分だけが苦しんでいるのではないということを感じた
と参加した全ての母親が感想で述べており，このプロ
グラムが互いに共有できる場として機能した。また，
親同士が自分の体験に基づき，互いに助言し合う様子
もみられ，これも効果的であった。助言した母親にと
っても，自分自身の対応方法を言語化することによっ
て再確認できる場になったと考えられる。このように，
集団でそれぞれの標的行動について話し合うことが，
参加者間の相互サポート的機能をもつことも重要な要
素であると考えられる。
ペアレント・トレーニングの効果と親のストレスの

減少があることは，Barkley 14）をはじめいくつかの論
文でも指摘されている。今回の事例においても QRS

における「親と家族の問題」と「子どもの特徴」にお
けるストレスが減少しており，これは子どもを受容し，
その行動を理解しやすくなったこと，適切な行動を生
起するあるいは不適切な行動を減らす技能を学んだこ
と，子どもの行動が変化したことによって，母親自身
の自己評価が向上した事が推測される。このような親
の自己評価の向上は，ペアレント・トレーニングの効
果として Barkley 14），Weingberg 15），Anastopolous 16）等
も指摘しており，今回の事例においても親業に対する
自信，すなわち養育技能に対する自信の向上がみられ
たと考えられる。

5 今後の課題

ペアレント・トレーニングは，効果の持続性が重要
であることが指摘されている（Frankel）17）。今後フォ
ローアップ期間を設け，子どもの行動改善における効
果の持続性と，母親の養育態度の改善における持続性
について検討する必要がある。また，今回は 1事例に
ついて報告したが，今後多数の事例について検討し，
ペアレント・トレーニングの効果の特性について検討
する必要がある。
今回の研究における限界は，効果判定を養育者のチ

ェックによって行っていることである。今後，子ども
の行動観察など，他の評価手段の検討も試みる必要が
あると考える。
また，今回の結果ではもう 1つの子どもの主要な生

活の場である学校においての行動の般化がみられなか
った。今後は，効果の般化についても検討していく必
要がある。
さらに，今回の対象や先行研究の対象は，ADHD

が主である。現在，様々な場面における支援が急務な
発達障害には，広汎性発達障害（以下 PDD）も含ま
れる。そのため，PDD の養育者に対するペアレン
ト・トレーニングの適応も検討する必要性がある。
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About the utility of parent training: Through one case

where the effect became clear by using various indices

Abstract

A study was carried out by providing at this university parent training intended for mothers of children with

developmental disorders, using various indices about its utility.  The results confirmed improvement in target behavior with

regard to the child's problem behavior and in the mother's stress level.  The advantages of parent training are objective

confirmation of the mother's action, improvements in the mother's self-appraisal, and the function of mutual support among

participants.
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