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房副

不妊治療後に流産を経験した女性の

レジリエンス測定尺度の開発に関する研究

抄 録

大阪市立大学大学院看護学研究科後期博 t課程

玉上麻美

不妊治療後の流産に対する処置は短期間で終了し看護支援を十分に受けられないなか，女性

自身で喪失体験を乗り越えざるを伴ないのが現状である。先行研究において.idt産からの立ち直

りには困難な状況から立ち直る力. レジリエンスが存在することを明らかにした。本研究では.

不妊治掠後に流産を経験した女性が自身のもつレジリエンスを向覚し立ち直りを促進するため

に活用できるレジリエンス測定尺度を開発することを目的としたo 尺度項目は.不妊治療後に流

産を経験したk性へのインタビュー結果を元に 57割目を選定した。協)Jの得られた体外受精・

脹移植などの臨床実施を登録している 21施設にて.現在も不妊治療中で.不妊治療後に妊娠 12

週未満の流産を経験した女性 250名に調査票を配布し回答の得られた 120名 (回収率48%)を対

象とした。因子分析の結果， I看護師・医師のサポート」因子(11項目・α=0.89)， r問題解決能力j

因子 (5項目・ α=0.83)，I価値の転換」因子 (3項目・ α=0.85)が抽出された。19項目の レ

ジリエンス測定尺度において信頼性.構成概念妥当性，基準関連妥当性が確認され，不妊治療後

に流産を経験した女性のレジリエンスを促進する接助に活用できることが明らかになった。

キーワード:不妊治療，流産， レジリエンスif[IJ定尺度

1.緒言 ると予測される。

死産や新生児死亡を経験した女性の悲嘆や喪失

体験の過程.女性に対する援助やグリーフケア

の導入などについて多くの研究がある い3)。流産

における悲嘆過程は死産などの悲l嘆過程と比べ，

f対象とのかかわりを整理することがないから悲

嘆過程も必然的に異なるJ引と指摘され.先行研

究 引においても，最も辛かった時期は，流産確

定時~流産後 l年近くまでと多様であることが示

されている。

このような流産を経験した女性のなかには.不

妊治療後に流産を経験した女性の割合も多く，不

妊治療における妊娠成立後の流産の割合は加齢と

ともに増加し， 40歳以上では 30~ 50%である ヘ

生殖補助医療の普及により.これまで妊娠が困難

であったカ ップルも妊娠することが可能ななか.

不妊治療後に流産を経験する女性もさらに増加す

日本において.流産を経験したk性に対する研

究では，喪失体験や悲嘆過程を明らかにした研

究 6.7)は多くみられるが，不妊治療後の流産に関

する支援に特化した研究はほとんどみられない。

不妊治療後に流産することは.通常の流産と問機，

児をなくすという喪失体験も経験する aヘ また，

単なる子どもの喪失のみならず.未来の希望，今

後の出産の可能性，正常に出産できる女性のイ

メージ，自尊心などの喪失を同時に体験する多

重的な喪失であるともいわれている邑 7)。 さらに.

不妊治療後に流産を経験した女性は.流産後の将

来の不妊治療などの選択を考えたか喪失体験に

おいて顕著な不安に陥ったりと際だ‘った矛盾した

感情をもつことが大きな特徴であると報告されて

いる lOL

流産を経験した女性は，対象喪失を認識しがた
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い状況にあり，それが正常な悲哀の過程を妨げ，

病的なうつを引き起こす危険性を含んで、いると推

察されており 9) 多重な喪失を体験している不妊

治療後に流産を経験した女性では.適切な支援を

受けなければ，病的なうつを引き起こす危険性は

より大きくなることが考えられる。

また，不妊治療後の流産に対する処置は， 日帰

りや 1日程度の入院のなかで行われることがほと

んどであり，看護支援を十分に受けられない状態

である。そのようななか.不妊治療後に流産を経

験した女性は，自らの多重の喪失体験に向き合い.

女性自身でこの多重の喪失体験を乗り越えざるを

得ないのが現状である。すなわち，女性自身で適

応し，回復していかなければならない。その過程

では.困難な状況から立ち直る力，すなわちレジ

リエンスの存荘が重要な役割を果たしているもの

と考えた。

レジリエンスの概念を初めに示した Rutter11) 

は 「深刻な危険性にもかかわらず.適応的な機能ー

を維持しようとする現象jとレジリエンスを定義

し深刻な状況に対する個人の抵抗力とし.個人

内特性に着目した定義を示した。一方， Masten 

ら12)は， レジリエンスとは，困難あるいは驚異

的な状況にもかかわらず，うまく適応する過程，

能力，あるいは結果と明示している。すなわち.

レジリエンスは，ストレス予防段階で働くのでは

なく.危機的状況からの立ち直り，回復の段階で

作用するものであり，既存の自己概念やサポート

概念を包括した複合的概念であり F 回復力や復元

力と訳されている。不妊治療にて待望の妊娠がで

きた大きな喜びを感じている後に.流産を経験す

ることはより大きな喪失となり，気持ちの落差は

大きい。また 不妊治療後に流産を経験した女性

は，再び妊娠を希望しながらも， また流産するの

ではないかと強い不安を抱きながら.つぎの治療

に望みを託し，女性自身でこの気持ちの落差を克

服し，喪失体験を乗り越えている。すなわち.女

性は困難な状況から自身の力で回復しており，困

難な状況から立ち直る力， レジリエンスを有する

ものと考えられ，複合的概念としてのレジリエン

スが存在すると考える。流産という体験による苦

悩から立ち直り.その障害に立ち向かい.受け止め.
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乗り越えて回復するように作用する力であるレジ

リエンスを強めることは.危機的状況である流産

からの回復を促進することになる。とくに，不妊

治療後の流産を経験した女性に対しては.適切な

看護支援を実践することによって， レジリエンス

を一層強め，精神的回復へとつなげることが予測

される。先行研究 13)において，不妊治療後に流

産を経験した女性へのイン タピ‘ユーにより.不妊

治療後に流産を経験した女d性の流産からの立ち直

りの過程を検討し流産を乗り越えるきっかけと

なったレジリエンスでは， 11 am要素 (内的な強

さ)J 11 have要素(外部のサポート )J n can要

素(対人関係と問題解決法)J11 will要素(自分

の将来に対する楽観的な見通し)Jが明らかになっ

た。流産からの立ち直りにはレジリエンスが存在

していることが明らかになり.これらの レジ 1)エ

ンスを促進させる援助に活用できると考えた。

このレジリエンスの研究は.多方面からなされ

ており. レジリエンスを測定する尺度も多く研究

されている 14，15)。また， Potvinら16)は.大人な

どとの死別とは異なる流産や死産の悲嘆に対する

Perinatal Grief Scale (PGS) を開発し周産期

の悲嘆の分析に活用しているが，その悲嘆からの

立ち直りの視点でのスケールではなく，不妊治療

後に流産を経験した女性に対する研究やレジリエ

ンスを測定する尺度の研究はない。

不妊治療後に流産を経験した女性が自身のレジ

リエンスを理解.活用すること， また看護者も流

産を経験した女性に存在するレジリエンスを客観

的に理解し不足しているレジリエンスを理解で

きれば.不妊治療後に流産を経験した女性の立ち

直りを促進できると考える。そのため，不妊治療

後に流産を経験した女性のレジリエンスを測定す

る尺度の作成は，その女性のレジリエンスを明ら

かにし看護支援の方向性を明らかにするととも

に.女性自身が自身のもっているレジリエンスを

自覚でき.立ち直りを促進するために有用である

と考える。

本研究では，不妊治療後に流産を経験した女性

にインタピ、ユーした結果より抽出したレジリエン

スとなる項目を元に，不妊治療後に流産を経験し

た女性のレジリエンス測定尺度を開発することを
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日的とする。

ι 研究方法

1.用語の定義

本研究では. レジリエンスとは.困難な状況か

らの立ち直りに作用する }J. 適応力.特性とし

た。また， レジリエンスの構成要素には.先行研

究 l引で明らかになったrTam要素(内的な強さ)J

n have要素 (外部のサポート)J 11 can要紫(対

人関係と問題解決法)Jil will要素 (自分の将来

に対する楽観的な見通し)Jがあると考えた。

2.質問紙の作成

不妊治療後に妊娠 12週未満の流産を経験した

6名の女性へ，流産を来り越えるための行動や

きっかけをイ ンタビューし 79データ 13) を:trlIW

した。抽出した 79データと文献を元に.産婦人

科領域，心理学領域それぞれの専門家とともに検

討しスーパーパイズを受け. 57の質問項目を

作成した。回答の選択肢は.流産された時の向分

に当てはまるものについて. 1全くそう思う (5

点)J 1かなりそう思う (4点)J 1少しそう思う (3

点)J 1あまり思わない (2点)J 1全く違う(1点)J

の 5段階のリ ッカート尺度を使用した。

不妊治療後に流産を経験した女性25名を対象

に 57の質問項目によるプレテストを実施しプ

レテストの内的整合性による信頼性を検討した結

果， α係数は 0.844であった。そのため，プレテ

ストの尺度には高い整合性がみられたと判断し

プレテストで使用した 57項目すべてを採用して

レジ 1)エンス測定尺度を作成した。

3.研究対象者

研究協力施設は. B本産科婦人科学会に体外受

精 ・佐移植などの臨床実施を登録している全国の

施設より層別抽出法にて抽出した 70施設に研究

協力を依頼し研究協力同意書への署名にて同意

の得られた21施設である。協力の得られた各施

設に，現在も不妊治療中で.過去2年以内に不妊

治療後に妊娠 12週未満の流産を経験した女性 10

-15名への調査票の配布を依頼し合計250名

の女性への配布を依頼した。そのうち.回答の得

られた 120名を今回の研究対象者とした。

4.データ収集法方

平成23年 11月~平成 24年 6月に.無記名自

〔母性衛生・第54巻 1号 ・

記式質問紙による調査を実施し，調査票の回収は

郵送とし調査裂の郵送をもって，研究に同意し

たとみなした。

5.調査内容

調査票の内容は.自作のレジリエンス測定尺度

57項目森らのレジリエンス尺度 11' 山本ら 17)

の自尊感情尺度. Potvinら161の PerinatalGriei 

Scale (PGS). 対象の属性で構成した。

自作のレジリエンス測定尺度の妥当性を検証す

るために. 信頼性.妥当性が検証されている森

らのレジリエンス尺度 14J(29項目)を使用した。

森らのレジリエンス尺度 M は.不妊 11am要素

(内的な強さ)Ji[have要素 (外部のサポート)J 11 

can要素(対人関係と問題解決方法)J11 will要

素(自分の将来に対する見通し)Jの4つの構成

要素をもっ尺度である。

また.流産により. 自尊心などの喪失を体験

することが明らかになっており 8 尾形ら 18iは，

作成した看護師レジ 1)エンス尺度において， 自尊

感情尺度と正の相関がみられ. レジリエンスが精

神的健康度を示す概念として. 自尊心が高いこ と

と同方向の桁襟となりうると報告している。その

ため. 向尊感情を測定できる山本ら 17Jの自尊感

情尺度を使用した。

さらに.流産は，死産や新生児死亡と同様周産

期の悲嘆ととらえられており. Robert仰 は，そ

の悲嘆のプロセスを.喪失後に一変した自分の生

活や状況にどのように適応していくかを見出す過

程と説明している。その過程のなかで.悲嘆が

強い時は立ち直る段階にはないためレジリエンス

は弱く. レジリエンスが強くなると適応へと向か

うと考えた。そのため，周産期の悲哀プロセスを

包括的に測定でき.信頼性の高さが得られている

悲嘆を測定する尺度である PerinatalGrief Scale 

(PGS) 16)とは負の相聞を示すことが yiRlJされる

ため.PerinataJ Griei Scale (PGS) 16)を使用したo

Perinatal Grief Scale (PGS) 16Jは. 3因子 33項

目から構成され.第 1因子は.流産や死産などを

経験した悲しみは喪失に続く正常な悲嘆反応であ

るとした「効果的な悲しみjとし第2因子は，

悲しみに対処することの困難さを示 した「対処の

困難性Jとし第3因子は，罪悪感や喪失感を感
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じることを示した 「失望」であり，第2因子の 「対

処の困難さJ.第 3因子の 「失望」は悲嘆の厳し

さを示している。

6.倫理的配慮

研究協力施設および研究対象者には.研究目的

と方法.匿名性の確保などの個人の人権擁護など

について文書で説明し同意を得た。データは，

匿名化し個人は特定されないこと.研究参加は研

究対象者の自由意志であり.中断，辞退も可能で

あること.中断，辞退されても治療などに不利益

を被らないことを明記した。さらに調査虫記入時

に.不安な気持ちが生じた場合には，研究者が相

談や不安などを電話やメールで対応することを明

記し研究者の連絡先を明記した。なお，本研究

は.大阪市立大学大学院看護学研究科倫理審査委

員会(承認番号 23-6-1)の承認を得て実施した。

7. データ分析方法

データの分析には.IBM SPSS 19.0 STATISTIC 

BASEを使用した。

田.結果

1.調査票の配布結果

21施設に 250人への調査票の配布を依頼し

120名 (48.0%)から回答を得た。

2. 研究対象者の背景

研究対象者の平均年齢は 38.5:t3.7歳で.平均

不妊治械年数は 3.4:t2.5年.不妊治療後の平均流

産回数は1.7:t3.2回であった。また. (-どものい

る女性は 24名. 20.0%であった(表1)。

3. 不妊治掠後に流産を経験した女性のレジリエ

ンス測定尺度の構成概念妥当性

不妊治療後に流産を経験した女性のレ ジリエン

表 I 研究対象者の背景
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ス測定尺度 (以下. レジリエンス測定尺度)の構

成概念妥当性は.因子分析にて検討した。

57項目のう ち.天井効果.フロア効果のみら

れたくパートナーの労り><夫婦での会話><家

肢の励まし><家族の労り〉などパートナーや

家族からのサポートに関する質問項目は除外し

35項目を因チ分析対象とした。この 35項目に対

して主因子法による因子分析を行った。固有値の

変化より. 3困子構造が妥当であると考えた。そ

こで再度3因子を仮定して主因子法，プロマ ッ

クス回転による因子分析を行った.その結果.十

分な因子負荷量を示さなかった 16項目を分析か

ら除外し再度. ニヒ因子法プロマックス回転に

よる因子分析を行った (表 2)。なお，回転前の3

肉 fで 19項目の全分散を説明する割合は 52目8%

であった。

第 I因子は 11項目で構成されており. r私には

訴を聞いてくれる看護師がいるJr私にはさりげ

ない気遣いをしてくれる医師がいるjなど.看護

師や|実師のサポートを示す内容の項目が高い負荷

htを示していた。そこで 「看護師・医師のサポー

トj因子と命名した。

第H因子は 5項円で構成されており .i私は流

産を経験した人の本を読んで乗り越える こと がで

きるJr私はブログを見て同じ気持ちだと安心す

ることができるJなど問題解決を示す内容の項目

が高い負荷量を示 していた。そこで「問題解決能

力J国子と命名した。

第田因子は 3項目で構成されており， r私は亡

くなった子どもが十分に幸せを与えくれたと考え

たJi私は亡くなった子どもが親孝行してくれた

(n = 120) 

38.5:t 3.7歳 (29-47歳)
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不妊年数

不妊治療年数

不妊治療後の流産回数

I回

2回

3回以上

39.91:4.7歳

24名

96名

(27 -56歳)

20.0% 
80.0% 

1.7:t 3.2函

77名

32名

11名

64.2% 

26.7% 

9.1% 
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と思っている」など亡くな った子 どもに対して

価値を転換している項目が高い負荷量を示してい

た。そこで「価値の転換J悶子と命名した。

4. 不妊治療後に流産を経験した女性のレジリエ

ンス測定尺度の内的整合性

不妊治療後に流産を経験した女性のレジリエン

ス測定尺度 19項 目の 3つの下位尺度について.

Cronbachの α係数を算出した (表 2)。

レジリエンス測定尺度全体では， α = 0.85. 3 

つの下位尺度では. r看護師・医師のサポート 」

α= 0.89. r問題解決能力」α=0.83. r価値の転換」

α=  0.85であった。 レジリエンス測定尺度全体

および下位尺度のいずれにおいても内的整合性が

支持された。

〔母性衛生 ・第 54巻 l号・

5. 不妊治療後に流産を経験した女性のレジリエ

ンス測定尺度の基準関連妥当性

レジリエンス測定尺度の3つの下位尺度の妥当

性は，森らのレジリエンス尺度 14) 自尊感情尺

度 li) Perinatal Grief Scale (PGS) 16)との相関

により検討した (表 3)。

森らのレジリエンス尺度 14)との相関をみると.

レジリエンス測定尺度全体では，有意な正の相関

を示した (r= 0.40 ~ 0.46. P < 0.01)。下位尺度

のなかでは， レジリエンス測定尺度の第 I因子

「看護師・医師のサポート 」は，森らのレジリエ

ンス尺度 14)の下位尺度すべてと有意な正の相関

を示した (r= 0.30 ~ 0.42. P < 0.01)。 第 H因

子「問題解決能力Jは森らのレジリエンス尺度 14)

表 2 不妊治療後に流産を経験した女性のレジリエンス測定尺度の因子分析結果 (プロマックス回転後)

(n = 120) 

項目 E E 共通性

第I囚子:看護師・医師のサポート (α=0.89) 

018 私には話を聞いてくれる看護姉がいる 0.87 -0.03 -0.01 0.74 

024 私には体調をみてくれる看護師がいる 0.81 0.09 0.10 0.71 

023 私には可能性や希望を教えてくれる看護師がいる 0.79 -0.01 0.02 0.62 

020 私には流産のことを過剰に反応しない看護師カ旬、る 0.77 -0.11 -0.02 0.57 

017 私にはずっとそばにいる看護師がいる 0.74 0.04 -0.09 0.55 

021 私には流産について細かいことを説明してくれる看護師がいる 0.73 -0.11 0.10 0.54 

014 私にはさりげない気遣いをしてくれる医師がし、る 0.62 0.05 一0.08 0.39 

013 私には頑張ってといってくれる医師がいる 0.57 0.02 -0.05 0.32 

010 私は不妊治療などが決められない時に看護師に開けた 0.42 -0.01 0.10 0.19 

011 私は医師に不妊治療のことを相談した 0.41 0.01 0.20 0.24 

016 私には治療に関して無理といわない医師がし、る 0.38 0.22 -0.03 022 

第H因子:問題解決能力 (α=0.83) 

041 私は流産を経験した人の本を読んで乗り越えることができる 0.02 0.85 0.09 0.73 

040 私はブログを見て同じ気持ちだと安心することができる 0.11 0.85 0.l9 0.79 

042 私はたくさん本を読んで乗り越えることができる -0.14 0.75 0.14 0.56 

039 私ブログやネ ットを見て気持ちが整理できる 0.11 0.75 0.11 0.62 

043 私は水子供養をして粂り越えることができる -0.19 0.41 0.35 0.29 

第凹因子:価値の転換 (α=0.85) 

009 私は亡くなった子どもが十分に幸せを与えくれたと考えた 0.11 -0.03 0.86 0.77 

008 私は亡くなった子どもが親孝行してくれたと思っている -0.02 一0.05 0.80 0.63 

007 私は亡くなった子どもに感謝している 0.06 0.06 0.73 0.56 

累積寄与率 28.16 41.80 52.82 

因子相関行列 日 皿

0.l9 0.13 

E 0.01 

E 
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表 3 不妊治療後に流産を経験した久・性のレジリエンス測定尺度と各尺度聞の相関係数

不妊治療後に流産を経験したk1".J:の
. 森らのレジリエンス尺度

レジリエンス測定尺度 1 have 

レジリエンス測定尺度全体 0.43 * * 0.46・8

第I因子:看護側・ 医師のサポート 0.30ネ傘 0.36 * * 
第H因子:問題解決能力 0.30ホ* 0.31 * * 

第B因子・価値の転換 0.19 * 0.24傘

の11amJfI haveJ閃子では有意な相関を(r= 0.30 

-0.31. P < 0.01). rr canJ fI wilIJ閃子では中

程度の相聞を (r= 0.23 - 0.25. P < 0.05)を示し.

第凹因子「価値の転換jは. レジリエンス尺!立の

下位尺度と弱い相関を示した (r= 0.19- 0.24. 

P < 0.05)。
自尊感情尺度 17)とレジリエンス測定尺度では.

すべての下位尺度において相関はみられなかっ

た。

また. Perinatal Grief Scale (PGS) 16) との相関

をみると.第H因子「問題解決能力」と PGSの「効

来的な悲しみJf失望」において弱い負の相闘を

示した (r= O.ゆ. r = 0.21. P < 0.05)。
さらに， レジリレエンス測定尺度の3つの下位

尺度の平均値より高群.低群に分け.森らのレ

ジリエンス尺度 11) 自尊感情尺度 17) PerinataI 

Grief Scale (PGS) 16) と比較した (表4)。その

結果.第 I因子「看護師・医師のサポート」 では.

1 cao 1 will 

0.45 * * 0.40・$ -0.03 ー0.01 -0.11 0.03 

0.42 *牟 0.36 *・ -0.11 0.11 -O.倒 0.18 

0.25 * 0.23 * 0.06 -0.19 * ー0.13-0.21 * 

0.21本 0.20 * -0.15 -0.10 ー0.10 0.04 

事 p< 0.05.・.p < 0.01 

森らのレジリエンス尺度 14)において.第 I因子

高群が低群より高く.有意な差がみられたが.自

尊感情尺度 !7) Perinata1 Grief Scale (PGS) 16)で

は有意な差がみられなかった。第日閣 fr問題解

決能力」 では.第 I因子と同様，森らの レジリエ

ンス尺度 14)において.第H因子高群が低群より

高く. 有意な差がみられたが. 自尊感情尺度一

Perinatal Grief Scale (PGS) 16)では布意な差が

みられなかった。 第四悶子 「価値の転換Jでは.

森らのレジリエンス尺度 14)において，第皿悶子

高群は低群より高く.有意な差がみられたが，自

尊感情尺度 17) Perinatal Grief Scale (PGS) 1自)

では第田因子高群と低群では.有意な差がみられ

なかった。

6.不妊治療後に流産を経験した女性のレジリエ

ンス測定尺度の対象属性による検討

不妊治療年数別.不妊治療後の流産同数別の検

討を行うため. レジリエンス測定尺度の F位尺度

表 4 レジリ エンス測定尺度の各尺度の高低別手均値

第I因子看護鮪・医師のサポート 第E因子 :問題解決能力 第田因子・価偵の転換

高幹 {民群 高詳 低群 高群 {氏liF

(0 = 65) (0 = 54) (n = 55) (0 = 63) (n = 55) (n = 63) 

M SD M SD I値 M SD M SD t位 M SD ，¥11 SD di直

~らのレジリエンス尺!度

r am 25. 10 3.23 23.17 3.48 3.13事 25.73 3.48 22.83 2.87 4.99市* 24.80 2.91 22.62 3.85 4.23 * * 

1 have 27.24 3.73 24.62 4.50 3.46 * * 27.32 3.90 24.94 4.33 3.24命* 24.64 4.05 23.52 4.44 3.33本*

1 can 26.49 5.35 22.64 4.48 4.18.牟 25.21 5.48 22.35 5.18 3.88事事 25.58 4.71 23.14 5.83 2.74牟

1 wiLl 25.46 4.64 22.90 4.64 2.95 * 25.19 4.88 22.62 4.73 2.89傘 25.19 4ω22.47 4.05 2.78 * 

自尊感情尺度 31.69 3.53 32.59 3.63 1.37 32.43 3.14 31.90 3.81 0.82 31.30 3.74 32.73 3.36 2.20 

Perinatal Grief Scale 

効果的悲しみ 28.71 8.51 28.62 7.98 0.05 27.11 8.47 30.29 7.95 2.10 27.76 8.63 29.48 7.87 1.12 

対処の困難性 36.52 5.87 37.11 6.21 O.5~3 35.46 6.52 38.02 5.33 2.37 36.75 5.83 36.84 6.23 0.08 

失望 43.21 7.41 42.40 7.11 0.61 41.47 7.42 44.20 7.06 2.03 42.85 7.53 42.90 7.15 0.37 

* P < 0.05. •• p < 0.01 
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得点、について，t検定を行ったc その結果.不妊

治療年数3年未満と 4年以上，不妊治療後の流産

回数1回と 2回以上とでは.有意な差はみられな

かった (表 5)。

また，不妊治療年数別.不妊治療後の流産回数別

のレジリエンス測定尺度の下位尺度問の相関係数

では.どの因子も相関はみられなかった(表6.7)。

刊考察

l.不妊治療後に流産を経験した女性のレジリエ

ンス測定尺度の項目選定

森らのレ ジリエンス尺度 14)および先行研究 13J

よか不妊治療後に流産を経験した女性のレジリ

エンス測定尺度として， 11am要素 (内的な強さ)J

n have要素 (外部のサポート )J iI can要素 (対

人関係と問題解決方法)J11 will要素 (自分の将

来に対する見通し)Jの4つの構成要素を想定し

て.尺度を作成した。 しかし因子分析を行った

結果， 3因子構造が妥当であると判断し第 I因

子「看護側j.医師のサポートJ因子(11項目 )• 

第 H因子 「問題解決能力」因子 (5項目)，第皿

〔母性衛生・第 54巻 1号・

肉チ 「価値の転換j因子 (3項目)とした。

第 I因子の 「看護師・医師のサポートJ岡下は，

森ら l引の外部サポートであるiIhave要素J. 第

E因子の 「問題解決能力J因子は対人関係と問題

解決能)Jである 11can要素J，第皿因子の 「価値

の転換J因子は.内的な強さの 11am要素Jに

相当していると考える。 しかし， 自分の将来に対

する見通しである 11will要素j は.先行研究 13)

では 「先のことを考えるJ1妊娠できる可能性が

あると考える」などのカテゴリが抽出され.質問

項目にも入れていたが，今回の因子分析では.と

もに天井効果により削除した。斉藤ら lωによると.

森らのレジリエンス尺度 14 を使用した研究では

3因子構造になっており， 1 amとrwill/doに関

しては調査対象や規模によ ってどのように採用す

るかを考慮する余地があると述べている。今回の

不妊治療後に流産を経験した女性では， 1右司議師・

医師のサポートj因子， 1問題解決能力」因子.1価

値の転換j因子と森らのレジリエンス尺度 14)の

構成概念と同様であり，構成概念の妥当性が確認

表 5 不妊治療年数別 ・不妊治療後の流産回数別のレジリエンス測定尺度の平均値

不妊治療年数別 不妊治療後の流産回数別

3年未満 4年以上 I回 2回以上

(n = 75) (n = 43) (n = 74) (n = 43) 

M SD M SD d直 M SD M SD d直

第 I閃子 :石-護師・医師のサポート 2.92 0.92 3.12 0.83 1.14 2.99 0.87 2.95 0.90 0.23 
第E因子:問題解決能力 3.08 0.87 2.84 0.97 1.32 3.01 0.93 2.96 0.89 0.29 
第田因子 :価値の転換 3.13 1.07 3.27 Ll7 0.67 3.22 1.15 3.15 1.06 0.34 

表 6 不妊治療年数別レジリエンス測定尺度の下位尺度相関係数

3年未満 (n= 75) 4年以上 (n= 43) 

日 皿 I E 国

0.20 0.17 0.07 0.02 

0.19 -0.11 

第I肉子 看技師・医師のサポート

第E凶子:問題解決能力

第田凶子，価値の転換

表 7 不妊治療後の流産回数別レジリエンス測定尺度の下位尺度相関係数

I m出

第I因子 :看護師・医師のサポート

第日 因子 :問題解決能力

第血肉子 :価値の転換

l回 (n= 74) 

H 

0.18 

2回以上 (n= 43) 

日皿

0.22 

-0.01 

0.17 0.13 

0.25 
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できた。

2. 不妊治療後に流産を経験した女性のレジリエ

ンス測定尺度の信頼性・妥当性

不妊治療後に流産を経験した女性のレジリエン

ス測定尺度(19項目)のCronbachのα係数は.

α= 0.85であ り. 3つの下位尺度では.i看護師・

医師のサポート 」α=0.89. i問題解決能力Jα

= 0.83， i価値の転換Jα=0.85であった。この

ことより， レジリエンスiHIJ定尺度全体およびド位

尺度すべてにおいて.十分な内的整合性が確認さ

れた。

基準関連妥当性の検討には.森らのレジリエン

ス尺度 14) 自尊感情尺度 171 Perinata1 Grief Scale 

(PGS) 16)との相関により検討した。

その結果，森らのレジリエンス尺度 10 との相

関では，中程度から有意な正の相関を示した。

また， レジリレエンス測定尺度の 3つの下位尺

度の平均値より高群.低群に分け，森らのレジ

リエ ンス尺度 11) 自尊感情尺度 111，Perinatal 

Grief Scale (PGS) 16)と比較した。その結果，第

I因子「看護師・医師のサポートJ.第日因子「問

題解決能力J.第皿因子 「価値の転換Jとも，森

らのレジリエンス尺度 14 において.高群と低群

では有意な差がみられたが，自尊感情尺度 17'

Perinatal Grief Scale (PGS) 161では有意な差はみ

られなかった。さらに.不妊治療後に流産を経験

した女性のレジリエンス測定尺度の対象属性によ

る検討を行ったところ.不妊治療年数別および不

妊治療後の流産回数別ともにレジリエンス測定尺

度の平均値において有意な差はみられなかった。

また.下位尺度聞の相関係数ではどの因子も相|悶

はみられなかった。このことより，不妊治療後に

流産を経験した友性のレジリエンス視IJ定尺度は.

不妊治療年数や不妊治療後の流産回数に左右され

ることのない尺度であり. レジリ エンスを測定す

る信頼性があることが明らかになった。

一方，自尊感情尺度 lii との相関では，すべて

の下位尺度において相関はみられなかった。尾形

ら181は，作成した者説師レジリエンス尺度にお

いて. 自尊感情尺度と正の相関がみられ，レジリ

エンスが精神的健康度を示す概念として.自尊心

が高いこと と同方向の指標となりうると報告して
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いるが. 今回の対象である不妊治療後の女性にお

いては.自部感情とレ ジリエ ンスでは関連はみ

られなかった。不妊治療後に流産することは.子

どもの喪失のみならず. 自尊心などの喪失を同時

に体験する多重的な喪失であるともいわれている

が i) 不妊治療後に流産を経験した女性へのイン

タビューを分析した先行研究では 13) 自尊感情の

低下を示すデータは得られなかった。小塩 21，は，

レジリエンスは回復を意味すると考え.回復する

様子，すなわち適応状態を測定するには自尊感情

などの心理的適応状態を測定する尺度で測定する

ことが可能で、あると述べている。レジリエンスは，

困難な状況からの立ち直りに作用する力.適応力，

特性であり. 今回作成したレジリエンス測定尺度

は，立ち直りに作用する力などを測定する尺度で

あり.適応状態を測定する尺度ではないため，自

尊感情尺度との関連がみられなかったと考える。

さらに.不妊治療後に流産を経験した女性は.自

尊感情を低 Fさせないように.先行してレジリエ

ンスを作動していると考える。

また， Perinatal Grief Sca1e (PGS) 1品]との相聞

をみると.第 E因子 「問題解決能力」と PGSの

「効果的な悲しみJi失望jにおいて中程度の負の

相関を示し仮説に近い結果と なった。Perinatal

Grief Scale (PGS) 16'は.周l藍期の悲表プロセス

を包括的に測定できる周産期悲嘆尺度であり， 悲

しみや失望を抱かないように.問題解決能力を発

揖していると考える。このことより .不妊治療後

の女性は.自尊心を低下させないよう.また悲し

みや失望を抱くことを予測し自身でレジリエン

スを促進していることが示唆された。そのため.

不妊治療後に流産を経験した女性のレジリエンス

測定尺度は. レジリエンスを促進する援助に活用

できると考える。

V.結語

本研究は.不妊治疲後に流産を経験した女性の

レジリエンスを明らかにし看護支援の}j向性を

明らかにするとともに.女性自身が自身のもって

いるレジリエンスを自覚でき，立ち直りを促進す

るために活用できる不妊治療後に流産を経験した

女性のレジリエンスを測定する尺度を開発するこ

とを目的に研究した。
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その結果. r看設師・医師のサポートJ閃子(11

項目). r問題解決能ノ'JJ悶子 (5項目).r価値の

転換」因子 (3項日)の 19項目の尺度を作成し

信頼性，妥当性が確認され.不妊治療後に流産を

経験した女性のレジリエンスを促進する援助に活

用できると考える。不妊治煉における妊娠成立後

の流産の割合は加齢とともに増加し不妊治療後

に流産を経験する女性もさらに増加すると予測さ

れる現在において，女性自身で苦悩しながら立ち

I買っている女性に対するレジリエンスを促進する

支援は急務であり.今後レジリエンス尺度を活用

し不妊治療後に流産を経験した女性への効果的

な援助と なりうることを検証していきたし、

(謝辞:本研究にご協力くださいました院療機

関の皆様.女性の皆様，スーパーパイザーの皆厳

に厚くお礼申しあげます)
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Study on the development of a resilience rating scale for women who experienccd 

miscarriage after infertility treatment 

Abstract 

Doctoral Course. Osaka City University Graduate School of Nllrsing 

Mami Tamalle 

Care for women who have suffered a miscarriage after infertility trcatment is complcted within a 

relatively short period of time. At present， such women may not receive sllfficient nursing support but 

need to overcome the loss experience by themselves. In an earlier study. the author c1early explained 

that resilience， the power to overcome overwhelming trauma， might contribute towards recovering 

from a miscarriage. In the present study. the author attempts to develop a resilience rating scale 

that can be utilized by women who experienced miscarriage after infertility treatmenr to recognize 

their own resilience and help them recover from their difficult experience. On the basis of the results 

of interviews with such women， the author selected 57 items for the scale. At twenty-one registered 

medical care facilities where in vitro fertilization treatmentlembryo transplantation is provided， 

the author distribuled survey forms to 250 women who were still receiving infertility treatment 

because of miscarriage at less than 12 weeks gestation after previous treatment. Of these. the 120 

who responded to the survey were used as the subjects of the present study (response rate 48%). 

From the factor analysis， the following threc factors were extracted: faclor of "support from nurses/ 

physicians" (11 items， α= 0.89) ; factor of "problem-solving ability" (5 items町 α=0.83); and factor 

of "transformatioll of valuc" (3 items.α = 0.85). Reliability. conStruct validity， and criterion-related 

validity were confirmed in 19 items of the resilience rating scale. These results clearly show that this 

resilience rating scale cOllld be llsed in a Sllpport program for encouraging the resilience of women 

who experienced miscarriage after fertility treatment. 

Key words : infertility treatment， miscarriage. resilience rating scalc 
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