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はしがき

この報告書は､平成 9年から平成 11年の3ケ年間にわたり文部省科学研究費補助金 (塞

盤研究(C)(2))の援助を受けて実施 した疫学的研究 (課題番号 09670403:思春期集団にお

ける抑うつ症状と心理社会的要因の関連)の成果をまとめたものである｡

最近の児童生徒については､薬物乱用､性の逸脱行動､生活習慣病の兆候､いじめや登

校拒否などの健康に関する現代的課題が深刻化 していることが指摘されているが､その背

景には自己の存在に価値や自信を持てないなど､心の健康問題が大きくかかわっているこ

とが考えられる｡このような社会状況に対応 して､今回､改訂された学習指導要領では､

自己の可能性を最大限に生かして自己を高めていくことの大切さや､欲求やストレスへの

対処に重点を置く心の健康教育が新たに強調されたことは､きわめて意義が大きい｡しか

しながら､実際､学校で心の健康教育を展開していく場合､なにをどのように指導すれば

いいのか､あるいは､その教育効果をどのように評価するのかといったことは､未だ暗中

模索の状態ではないだろうか｡さらには､心の健康自体を評価することができるのかどう

かについても疑問なところであろう｡

一方､効果的な健康教育を実践するためには､健康問題の実態やその原因､関連要因に

ついての理解が前提となるが､心の健康教育についても同様のことが言えるだろう｡すな

わち､心の健康問題の実態を把握し､いずれの要因が心の健康問題に影響を及ぼしている

のかという疫学的仮説を検証することによって､指導を行うに当たって重点を置くべき項

目が明らかになる｡さらには､その結果をもとにして編成された効果的な指導プログラム

の提案が可能になるだろう｡そのためには､大規模集団を対象とした疫学研究の実施が必

要不可欠となる｡上述したように心の健康の評価は難 しいが､抑うつ症状には無価値感や

自己否定､絶望感などが含まれることから､心の健康を現すきわめて重要な指標になると

思われる｡本研究では抑うつ症状に着目し､それらと心理社会的要因との関連性を検討す

るために､沖縄県全域の中学生 ･高校生を対象として疫学調査を実施 した｡本研究で明ら

かになった関連要因は､思春期の抑うつ症状を軽減､予防するための指導プログラムの重

要な構成要素となるだろう｡本研究の結果が学校における心の健康教育を実践する上で参

考となり､学校保健の向上にお役に立てれば幸いである｡

本研究のような学校保健に関する疫学研究は､多くの学校関係者の理解と協力なしには

遂行することは不可能である｡本研究では沖縄県全域の 13中学校と 12高等学校のご協力

を賜りました｡個人情報保護のため学校名､個人名を表記いたしませんが､本研究を実施

するに当たり､ご協力していただきました生徒諸君ならびに先生方に深く感謝いたします｡

平成 12年 3月

琉球大学医学部助教授 高倉 実
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Psychosocial Correlates of Depressive Symptoms among Japanese Adolescents

Head Investigator: Minoru Takakura, Ph.D.

University of the Ryukyus, Faculty of Medicine, Associate Professor

To determine the psychosocial factors associated with depressive symptoms among

Japanese adolescents in Okinawa, we conducted self-administered anonymous

questionnaires using samples of 3,202 students of 12 public senior high schools in 1997

and 2,660 students of 13 public junior high schools in 1998. We measured depressive

symptomatology using the Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D).

The psychosocial factors examined were life stressors in different domains, perceived

social support, health practices, self-esteem, and locus of control. The relationshjps

between the psychosocial factors and depressive symptoms were examined using

hierarchical multiple regression analyses.

As for senior high students, after controlling for the effects of demographic and other

psychosocial variables, presence of depressive symptoms was positively associated with

life stressors in the domains of friends, family, and teachers. Similarly, persistence of

depressive symptoms was also positively associated with life stressors in the domains

of friends and teachers. Presence and persistence of depressive symptoms were

negatively associated with positive health practices, more social supports, high

self-esteem, and internal locus of control.

As for junior high students, life stressors in the domains of study, family, and friends

were significant correlates of increased depressive symptoms for males. For females,

life stressors in the domains of study, teachers, family, and friends were also

significant correlates of increased depressive symptoms. Other psychosocial variables

such as positive health practices, more social supports, high self-esteem, and internal

locus of control were related to lower level of depressive symptoms in the two genders.

In conclusion, for depressive symptoms of Japanese adolescents, life stressors might

be risk factors, but positive health practices, perceived social support, high self-esteem,

and internal locus of control might be protective factors. It was also suggested that the

psychosocial factors associated with presence and persistence of depressive symptoms

were remarkably consistent.

Keywords: Adolescents. Depressive symptoms, Gender differences, Life stressors,

Social support, Self-esteem, Locus of control, Japan



目次

はしがき

AbstractsofResearchProject

1.研究成果の概要

2.中学生における抑うつ症状と心理社会的要因との関連

3.GenderDifferenceslntheAssociationbetweenPsychosocIalFactorsandDepressive

SymptomsinJapaneseJuniorHighSchoolStudents

4.PsychosocialCorrelatesofDepressiveSymptomsamongJapaneseHighSchool

Students

5.思春期における日常生活ス トレッサ-の表出パターンと 抑うつ症状との関連..……‥45

6.思春期用日常生活ス トレッサ-尺度の試作 55



1.研究成果の概要

高倉 実 (琉球大学医学部)

はじめに

抑うつ症状は､うつ病をはじめとする様々な疾患にともなってしばしばみられるもので

あるが､正常者における精神的健康を評価する指標としてもよく用いられている｡学校保

健領域においては､学校嫌いや登校拒否､非行､自殺､喫煙､飲酒､薬物乱用などの問題

行動に抑うつ症状が関連していることから､抑うつ症状は思春期の精神保健を知る上で重

要な指標になる｡

欧米では思春期の抑うつ症状に関するいくつかの疫学的研究がみられ､大人の抑うつ症

状に関連している生活ス トレッサ一､ソーシャルサポー ト､セルフエスティ-ム､健康習

慣などの心理社会的要因が､思春期の抑うつ症状にも同様に関連していることが報告され

ている｡しかしながら､わが国では抑うつ症状に関する疫学的研究はきわめて少なく､特

に､思春期集団である中学生 ･高校生を対象として､抑うつ症状とそれらの心理社会的要

因との関連性について検討した疫学的研究はいまだ見当たらない｡心身両面とも不安定な

時期であり､受験やいじめなど､種々の生活上のス トレスが大きな負荷となっているわが

国の思春期集団について抑うつ関連メカニズムを明らかにすることは､学校における心の

健康教育を考える上でも欠かすことができないと考える｡

本研究では思春期集団の抑うつ症状と心理社会的要因との関連性を明らかにすることを

目的として､(1)中学生の抑うつ症状と心理社会的要因との関連性､(2)中学生における抑う

つ症状の性差に関連する心理社会的要因､(3)高校生の抑うつ症状出現 ･持続と心理社会的

要因との関連性､(4)高校生の生活ストレッサ-の表出パターンと抑うつ症状との関連性に

ついて検討した｡また予備研究として､(5)思春期用日常生活ストレッサ-尺度を試作した｡

研究方法

本研究では､1997年 10月～12月に沖縄県全域から､調査について理解協力の得られた

全日制県立高等学校 12校を選出し､3,202名の高校生を対象に質問紙調査を実施 した｡次

いで､1998年9月～11月に沖純県全域から､調査について理解協力の得られた公立中学校

13校を選出し､2,660名の中学生を対象に質問紙調査を実施 した｡対象の人口統計学的変

数の割合は平成 9年度と 10年度の沖縄県学校基本調査報告書とほぼ一致している｡また､

予備研究は 1997年6-7月に沖縄県内都市部から全日制県立高等学校 3校と1公立中学校

を選出し､939名の生徒を対象に質問紙調査を行った｡主な調査内容は以下の通りである｡

･ 抑うつ症状 :RadloffのCenterforEpidemiologicStudiesDepressionScale日本語版

(以下CES･D)

･ 生活ストレッサ- :高倉らの思春期用日常生活ストレッサ-尺度 (AdolescentDaily
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EventsScale､以下ADES)

･ セルフエスティ-ム :RosenbergのSe】f-EsteemScale日本語版

･ ソーシャルサポー ト:岡安らの学生用ソーシャルサポー ト尺度中学生版 (TheScaleof

ExpectancyfわrSocialSupport､以下SESS)

･ 統制感尺度 :鎌原らのLocusofControl尺度

･ 健康習慣 :睡眠､運動､朝食摂取､間食摂取､喫煙経験､飲酒経験の6項目

結果の概要

(1)中学生の抑うつ症状と心理社会的要因との関連性

中学生の抑うつ症状は､男女ともに生活ストレッサ-と正の､健康習慣､セルフエステ

ィ-ム､統制感､ソーシャルサポー トと負の関連を示した｡生活ストレッサ-の中では､

男女ともに､学業ストレッサ-､家族ス トレッサ一､友人関係ストレッサ-が関連を示し

たが､特に､友人関係ス トレッサ-が最も強く関連していたことから､中学生にとって､

友達との関係が非常に重要であることが示された｡また､教師ス トレッサ-は女子にのみ

抑うつとの関連性が認められた｡生活ス トレッサ-以外の心理社会的要因の中では､男女

ともにセルフエスティ-ムが最も強い関連を示した｡全体の中では､女子の生活ス トレッ

サ一に最も大きな説明力がみられたことから､中学生女子の抑うつ症状にとって生活ス ト

レッサーがかなり大きな影響を及ぼしていることが示唆された｡以上のことから､中学生

のiE活ストレッサ-は抑うつ増強要因となり､望ましい健康習慣､高いセルフエステイー

ム､内的統制感､多いソーシャルサポー トは抑うつ軽減要因になり得ると考えられる｡

(2)中学生における抑うつ症状の性差に関連する心理社会的要因

生活ス トレッサ-の中では友人関係ス トレッサ-が､他の心理社会的要因の中ではセル

フエステイームが抑うつ症状と最も強い関連を示した｡全体的にみて､女子の生活ス トレ

ッサ-が抑うつ症状に対して最も大きな寄与率を示したことから､生活ストレッサ-全体

として女子の抑うつ症状にかなり大きな影響を及ぼしていることが示唆された｡女子は男

子より､抑うつ症状と生活ス トレッサ-のレベルが強く､低いセルフエステイームと少な

い健康習慣数を示す傾向にあった｡これらの性差がみられた心理社会的要因の影響をコン

トロールしたところ､抑うつ症状の性差は消滅 した｡以上のことから､中学生の抑うつ症

状にみられる性差は､女子の心理社会的要因､特に生活ス トレッサ一､セルフエステイー

ム､健康習慣のレベルの高さによって説明できることが示唆された｡

(3)高校生の抑うつ症状出現 ･持続と心理社会的要因との関連性

高校生の抑うつ症状出現は友人関係ストレッサ一､家族ス トレッサ-､教師ス トレッサ

-と､抑うつ症状持続は友人関係ス トレッサ-､教師ス トレッサ-と正の関連を示した｡

また､抑うつ症状出現および持続の両方は健康習慣､ソーシャルサポー ト､セルフエステ

イーム､内的統制感と負の関連を示した｡これらの関連性は人口統計学的変数と他の心理

-2-



社会的要因の影響を調整した後にも同様にみられた｡ したがって､高校生の抑うつ症状出

現と持続に関連する心理社会的要因には顕著な一貫性がみられ､生活ス トレッサ-は抑う

つ増強要因となり､望ましい健康習慣､多いソーシャルサポー ト､高いセルフエスティ-

ム､内的統制感は抑うつ軽減要因になり得ることが示唆された｡

(4)高校生の生活ストレッサ-の表出パターンと抑うつ症状との関連性

クラスター分析により､高校生集団には生活ストレッサ-の表出パターンが異なる 6つ

の小集団､すなわち､部活動ストレス群､友人関係ス トレス群､家族ストレス群､学業ス

トレス群､低ストレス群､教師ス トレス群が存在することが明らかになった｡さらに､こ

れらの中では､友人関係ストレス群の抑うつ症状が最も高いことが示され､高校生の抑う

つ症状の軽減を図る場合､最も危険なグループである友人関係ス トレス群に重点的に介入

することが最も効果的であることが示唆された｡

(5)思春期用日常生活ス トレッサ-尺度の試作

因子分析を用いて､ ｢部活動｣ ｢学業｣ ｢教師との関係｣ ｢家族｣ ｢友人関係｣の 5下

位尺度をもつ合計25項目のAdolescentDai】yEventsScale(ADES)を構成 した｡内的整

合性､因子的構成概念妥当性､予測的妥当性の検討から､ApESはある程度の信頼性､妥

当性が得られ､実用的な尺度であることが示唆された｡

まとめ

本研究の結論として､沖縄の思春期にとって生活ス トレッサ-は抑うつ増強要因に､セ

ルフエステイーム､ソーシャルサポー ト､健康習慣､内的統制感は抑うつ軽減要因になり

得ること､また､これらの関連性は一過性の抑うつ症状にも持続 した抑うつ症状にも同様

にみられることが示唆された｡欧米やアジアの先行研究でも類似 した知見がみられること

から､これらの関連性は思春期にとって一般的であるとみなしてほぼ間違いないであろう｡

思春期の抑うつ症状を軽減､予防するための学校における指導プログラムの編成には､本

研究で関連がみられた心理社会的要因が重要な構成要素になると考えられるが､現行の教

育課程の中では時間数に限りがあるため､構成要素を限定せざるを得ないであろう｡本研

究では､抑うつ増強要因の中では友達関係ス トレッサ-が､抑うつ軽減要因の中ではセル

フエスティ-ムが最も強く抑うつ症状に関連していたことや､これらの要因の性差によっ

て抑うつ症状の性差が説明できることが示された｡したがって､思春期､特に女子の抑う

つ症状の軽減を図る場合､友達関係ス トレッサ-の緩和とセルフエスティ-ムの向上が必

要不可欠な構成要素になるだろう｡これらの構成要素に介入する方策として､問題解決ス

キルや対人関係スキル､自己意識スキル トレーニングなど､いわゆるライフスキル教育が

きわめて効果的であると思われる｡今後は､ライフスキル教育を取り入れた学校における

指導プログラムの確立と実践､および厳密な手続きを経た介入評価研究による十分な証拠

の蓄積が課題となる｡
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