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障害のある子どもの家族のEE評価方法に関する整理
Arrangement of rating methods of EE of families with children with disabilities．A review of literature.

米倉裕希子＊1，三野

善央＊2

要約：海外では，論文数も増え発展している家族の感情表出（EE）研究だが，評価方法の専門性から国内
では低調である．EE の評価方法には簡便な自己記入式質問紙もいくつか開発されているが，信頼性と妥当
性が示された日本語版の質問紙は現在 1 つしかない．今後，国内において EE 評価の発展に寄与するため，
過去にレビューした文献及び最近の EE 研究で用いられている EE 評価方法を整理した．PubMed を用い
expressed emotion と

child

のキーワードでヒットしレビューした過去の文献に 2018 年 2 月までの新

しい文献を加え，スクリーニングした結果，84 件の文献を抽出し，評価方法ごとに整理した．その結果，
CFI は 22 件，FMSS は 48 件，自己記入式質問紙は 16 件あった．CFI は変更版が 1 種類，FMSS では変更
版が 4 種類存在し，自己記入式の質問紙は，家族の EE を評価する尺度として 5 種類あり，そのうち日本
語版が作成されている質問紙は FAS の 1 種類であった．また，最近の研究では，家族の EE を患者本人が
どう感受しているかを評価する「Perceived EE」の質問紙が 5 種類あり，主に思春期の精神疾患の患者を
対象に用いられていた．FMSS では子どもや自閉症スペクトラム用に質問を誘導する変更を加えたものが
あり，活用されるようになってきている．また，これまで評価しにくい EOI を評価できる質問紙や，肯定
的感情を評価する質問紙が開発されている．今後，日本語版の質問紙を作成し，その信頼性と妥当性を検
証し，実践現場に役立つアセスメントツールとして活用及び普及できるようにしていく必要がある．
Key Words：EE，自己記入式質問紙，レビュー

Ⅰ．研究背景
感情表出（Expressed Emotion，EE）研究とは，家

る．1 つは，障害のある子どもの家族の EE と関連する
要因の検討である．これは，子どもに障害がある場合，

族や介護者，支援者などが統合失調症や認知症，ADHD

家族の EE は高くなる傾向があり，家族の心理的負担の

や自閉症スペクトラムなどの精神疾患や慢性的な病気の

根拠となる．しかし，障害種別や重篤度よりも，自傷行為，

ある人物に対して表出する感情を一定の基準によって評

拒食や過食など問題となる行動と関係することがわかっ

価し，高い感情表出（高 EE）家族と低い感情表出（低

ている．もう 1 つは，親に抑うつ症状があり高 EE の場合，

EE）家族にわけ，再発や病気の経過に与える影響を明

子どもの予後，つまり問題となる行動や子ども自身の抑

らかにしようとするものである．

うつ症状の発現への影響を検証するもので，特に EE の

1970 年代，精神障害者の地域ケアが発展したイギリ
スで始められた EE 研究だが，高 EE 家族と共に生活す

中の Criticism が子どもの予後に関係するといわれてい
る．

る統合失調症患者の再発率は，低 EE の家族と比較して

海外では，論文数も増え現在でも発展している EE 研

高く，心理教育を受けることで再発率が下がるという知

究だが，国内では低調であり，その原因に EE 評価の専

見が得られている．現在，EE 研究は欧米，インド，エ

門性が挙げられる．EE の評価方法には，面接法，モノ

ジプト等世界各国に広まるとともに様々な障害や対象に

ローグ法，自己記入式質問紙の 3 つがある．面接法は，

応用され，発展している．

Camberwell Family Interview（CFI）と言われる標準

児童期の子どもへ応用した EE 研究は 2 つに大別でき
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的な方法で，訓練を受け，認定された者が評価を行うこ
とになっている．モノローグ法には FMSS（Five Minutes Speech Sample）があり，簡便さから現在の EE 評
価の主流になっているが，FMSS も評価トレーニングが
必要である．自己記入式の質問紙もいくつか開発されて
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いるが，信頼性と妥当性が示された日本語版の質問紙は

を追加し，重複する文献の排除及び内容を精査した結果，

現在 1 つしかなく，今後，国内において EE 研究を進展

最終的に 84 件の文献を再レビューし，文献で用いられ

させるために，FMSS の評価訓練システムの構築及び自

ている EE 評価方法ごとに整理した．

己記入式質問紙の開発が必要不可欠な現状である．
本研究は，EE 評価の発展に寄与するため，過去にレ

Ⅲ．研究結果

ビューした文献及び最近の EE 研究で用いられている

再 レ ビ ュ ー し た 84 件 の 文 献 の う ち，CFI は 20 件，

EE 評価方法を整理するものである．

FMSS は 48 件，自己記入式質問紙は 16 件あった．変更
版は CFI で 1 種類，FMSS では 4 種類存在し，自己記

Ⅱ．研究方法

入式の質問紙は，家族の EE を評価する尺度として 5 種

今回分析する文献は，PubMed データベースを用い，

類あり，そのうち日本語版が作成されている質問紙は

expressed emotion と

FAS の 1 種類であった（表 1 参照）
．

child

をキーワードにして

検索した論文をレビューした過去の 2 つの文献（米倉，

また，最近の研究では，家族の EE を患者本人がどう

2007）（米倉，2017）に最近の文献を追加し再検討した

感受しているかを評価する「Perceived EE」の質問紙

ものである． 米倉ら（2007）でレビューした 2006 年

が 5 種類あり，主に思春期の精神疾患の患者を対象に用

11 月までの 35 文献，米倉（2017）でレビューした 2006

いられていた．評価方法のまとめを図 1 に示し，各評価

年から 2016 年までの 37 文献に 2016 年から 2018 年 2 月

方法の概要を以下にまとめる．
（図 1 参照）

までの文献で，スクリーニングの結果採用した 19 文献
表1
方法

年代

〜 2006 年

〜 2016 年

〜 2017 年

合計

CFI

12 件

8件

0件

20 件

FMSS

22 件

18 件

8件

48 件

自己記入式質問紙

1件

8件

7件

16 件

合計

35 件

34 件

15 件

84 件

図１
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（1）CFI の概要

集団に適応させるため作成したものであり，言語だけ

CFI を用いた論文は表 2 の通りである．CFI は，約 1

でなくビデオで撮影された乳児への働きかけや身体接

時間半の半構造化面接を行い，特定の人物に対して語

触の様子など非言語を HOS，PR，WAR のカテゴリー

る面接の逐語録をもとに一定の基準で評価する．評価

を含め評価する点が FMSS と異なる．PACE-FMSS は，

カテゴリーには，「批判的コメント（Critical Comment,

Daley et al.（2003）が作成し，モノローグとは異なり 7

CC）」
，「敵意（Hostility，HOS）」
，「情緒的巻き込ま

つの質問項目を組み込むことで面接を誘導的に進め「止

れ 過 ぎ（Emotional Over involvement, EOI）」
，「 暖 か

まる」ことないよう配慮されている．WAR，CC，HOS

み（Warmth，WAR）」
，「 肯 定 的 言 辞（Positive Re-

の 3 つのカテゴリーを使用する．P-FMSS は，AD/HD

mark, PR）」の 5 つがある（Leﬀ et al,1985）
．一般的に

の未就学児の母親を評価し，PC，CC，IS，WAR のカ

は，批判的コメントが 6 個以上，敵意が 1 点以上，EOI

テ ゴ リ ー を 用 い，EOI が な い．AS FMSS は，Benson

が 3 点以上であればその家族は高 EE とされる．

et al.（2011）によって作成され，FMSS にはない WAR
と PC のカテゴリーを用い，IS，WAR，REL で 1 つ否

（2）FMSS の概要

定がある，あるいは PC より CC が多いとき高 EE と評

FMSS を用いた論文は表 3 の通りである．FMSS は，応

価する．

答者が対象となる人物について 5 分間語るモノローグの中
に表現された感情や気持ち，
態度を評価する（後藤 ,1998）
．
評 価 カ テ ゴ リ ー に は，
「 初 発 陳 述（Initial Statement，

（3）自己記入式質問紙の概要
自己記入式質問紙を用いた論文は表 4 の通りである．

IS）」
，
「関係性（Relationship，RE）」
，
「批判（Criticism，

自己記入式の質問紙評価には，家族自身が記入する質問

CC）」
，
「情緒的巻き込まれすぎ（Emotional Overinvolve-

紙評価と患者本人が感受した EE を記入する質問紙があ

ment, EOI）」の 4 つと，
「不満（Dissatisfaction）」がある．

り，家族自身が記入する質問紙は 5 種類，本人が感受す

高 EE と低 EE の評価に加え，高 EE として基準を満たす

る EE 評価（Perceived EE）の質問紙は 3 種類あった．

には不十分なとき，境界線級の EE と評価する．FMSS は，

Level of LEE（LEE）は Cole et al.（1988）が EE 理

Magana et al.（1986）によって CFI との一致が確かめら

論に基づいて開発した質問紙で，60 項目からなり，2

れている．

件法で得点化される．LEE には，
「介入性」，「感情の

最近では簡便な FMSS が中心になっており，変更版
が 4 種類作成されている．

の 下 位 尺 度 が あ る．Family Attitude Scale（FAS） は

RFMSS は St.Jonn-Seed et al.（2002）が母親と乳児の
表2
論文名

Kavanagh et al.（1997）が開発した質問紙で 30 項目か

CFI評価方法の文献一覧

対象

論文

Vostanis et al.（1994）

CD

Vostanis et al.（1995）

CD，ED

ED

Bolton et al.（2003）

問題行動

Peters et al.（2004）

ODD

Dossetor et al．（1994）
Lam D et al．（2003）
論文名

反応」
，「 病 気 に 対 す る 態 度 」，「 寛 容 / 期 待 」 の 4 つ

対象

Hodes et al.（1999）

てんかん

Hodes（2000）

てんかん

Brown et al（2000）

てんかん

Sullivan et al.（2010）

双極性障害

知的障害

Miklowitz et al.（2009）

双極性障害

学習障害

Coville et al.（2008）

双極性障害

CD

対象

ADD

原著からの変更 / 評価名 / 質問紙名

Worrall-Davies et al．
（2002）

糖尿病

adapted-CFI

Uslu et al.（2006）

学習障害

CFI（ビデオ撮影）

Calam et al.（2006）

ODD

CFI，FMSS

Richards et al.（2015）

AD/HD

Warmth

Sonuga-Barke et al.（2009）

AD/HD

評価カテゴリー

Sonuga-Barke et al.（2008）

AD/HD

CRI

CD

Criticism

WAR

Hoste et al.（2012）

摂食障害

評価カテゴリー

Rienecke et al.（2016）

摂食障害

評価カテゴリー（ビデオ）
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表3

FMSS評価方法の文献一覧

論文名

対象

論文名

Hibbis et al.（1993）

DBD，OCD

Griﬃth et al.（2015）

対象

Asarnow et al.（2001）

MDD，DD，ADD

Lancaster et al.（2014）

知的障害

Daley et al.（2005）

Disruptive

Silk et al.（2009）

気分障害

ASD

Marshall et al.（1990）

ADHD

Tompson et al.（2015）

気分障害

Peris et al.（2003）

ADHD 女子

Duclos et al.（2014）

摂食障害

Beck et al.（2004）

知的障害

Wedig et al.（2007）

自傷行為

Weigel et al.（2006）

CB

Musser et al.（2016）

AD/HD

Wamboldt et al.（2000）

喘息のある思春期

Bogosian et al.（2016）

多発性硬化症

Liakopoulou et al.（2001）

糖尿病軽度の身体障害

Garcia-Lopez et al.（2009）

社交不安障害

Stubble et al.（1993）

地域の子ども

Gar et al.（2009）

不安症

Rogosch et al.（2004）

産後うつの経験

Psychogiou et al.（2007）

AD/HD

Ullman et al.（2003）

うつ病を経験母親

Ellis, et al.（2014）

双極性障害

Asarnow et al.（1993）

MDD

（入院患者）

Owen-Anderson et al.（2010）

性同一性障害

McCleary et al.（2002）

MDD

comorbid

Garcia-Lopez et al.（2014）

社交不安障害

Greenberg et al.（2006）

自閉症の青年

Christiansen et al.（2010）

AD/HD

Jacobsen et al.（2000）

保育所の子ども

Bolton et al.（2009）

気分障害

Peris et al.（2000）

プレスクール

James et al（2017）

自殺念慮

Baker et al.（2000）

就学前児

Moroney et al（2017）

ADHD

Cartwright et al.（2011）

AD/HD

Sher-Censor et al（2018）

幼児

Perez et al.（2014）

AD/HD

Allan et al（2018）

摂食障害

論文名

対象

原著からの変更 / 評価名 / 質問紙名

Hastings et al.（2006）

知的障害児

電話面接

Sandberg et al.（2003）

喘息のある子ども

Psychosocial-assessment childhood FMSS

Daley et al.（2003）

ADHD

Preschool FMSS（P-FMSS）

St. Jonn-Seed et al.（2002）

低出生体重児

R-FMSS（ビデオ撮影）

Psychogiou et al（2017）

親の抑うつ症状

Preschool FMSS（P-FMSS）

Wirth et al（2017）

ADHD

Preschool FMSS（P-FMSS）

Mark et al（2017）

双子

Preschool FMSS（P-FMSS）

Maughan et al.（2017）

ASD

Autism-Speciﬁc FMSS

CFI: Camberwell Family Interview FMSS: Five Minutes Speech Sample
AD/HD：Attention-Deﬁcit/Hyperactivity Disorder ASD：Autism Spectrum Disorder
CD: Conduct Disorder

らなり 4 件法で評価する．FAS は Fujita et al.（2002）

児童が感受する EE 評価の質問紙として LEE を作り変

によって日本語版が作成されているが EOI の測定には

えたもので 33 項目あり 4 件法で評価する．3 つの下位

適さないと言われている．Family Questionnaire（FQ）

尺度「心理的サポートの不足」「怒りっぽさ」「干渉性」

は Wiedemann et al.（2002）によって作成され，20 項

がある．

目からなり 4 件法で CC と EOI を評価する．EE Adjec-

Perceived Criticism Measure（PCM）は By Hooley et

tive checklist Questionnaire（EEAC）は Friedmann et

al.（1989）がより簡便で患者本人が CC を評価する質問

al.（1993）が作成し，肯定的と否定的感情それぞれ 10

紙として作成し，10 件法を用いて回答する．Brief-Dyadic

項 目 を 8 件 法 で 評 価 す る．Modiﬁed Home Life Ques-

Scale of EE（BDSEE） は Medina-Pradas et al.（2011）

tionnaire（MHLQ） は，Garthland et al.（1999） が 99

が摂食障害の患者の視点で家族の EE 評価をするため作

項目からなる「Home Life questionnaire」を子どもにも

成され，14 項目あり 10 件法で CC, EOI, WAR の 3 つの感

応用できるよう CC12 項目及び EOI2 項目の言葉を修正

受を評価する．Family Member Scale（FMS）は Hans-

し た．The shortened LEE は Nelis et al.（2011） が 家

son et al.（1997）が作成し，家族の患者に対する given

庭におけるストレス環境を測定する指標として思春期の

EE として CR と EOI，患者本人が知覚する perceived EE
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表4
論文名

自己記入式質問紙の文献一覧

対象

評価名 / 質問紙名

Garthland et al．（1999）

喘息

Modiﬁed Home Life Questionnaire（MHLQ）

Nader et al.（2012）

双極性障害

Adjective Checklist（ACL）

Rhind et al.（2016）

摂食障害

Brief Dyadic scale of Expressed Emotion（BDSEE）
Family Attitude of Scale（FAS）

Klaus et al.（2015）

社交不安障害

Expressed Emotion Adjective checklist（EEAC）

Derguy et al.（2016）

ASD

Family Attitude of Scale（FAS）

Schmidt et al.（2015）

摂食障害

Perceived EE ，BDSEE

Stephanie et al.（2014）

ASD

Family Questionnaire（FQ）

Eray et al（2017）

高校生

Shortened Level of EE

Eray et al（2017）

糖尿病 1 型

Shortened Level of EE

Hooley et al（2017）

双極性障害

Perceived Criticism Measure（PCM）

Schwarte（2017）

神経性食欲不振

Family Questionnaire（FQ）

Moskovich et al（2017）

神経性食欲不振

Family Questionnaire（FQ）

Munsch et al（2016）

過食症

Family Questionnaire（FQ）

Sapru et al（2016）

不安障害

Expressed Emotion Adjective checklist（EEAC）

Mellick et al（2017）

うつ病の母親

Family Attitude of Scale（FAS）

Knutsson et al（2017）

双極性障害

Family Attitude of Scale（FAS）

として CC と EOI の 4 つの下位尺度で構成され，30 項目

school-FMSS や FQ，EEAC の日本語版を作成し，その

あり 5 件法を用いて評価する．

信頼性と妥当性を検証し，実践現場に役立つアセスメン

以上の質問紙において日本語版が作成されている自己

トツールとして活用及び普及できるようにしていく必要

記入式の質問紙は FAS のみである．

がある．

Ⅳ．まとめ

文献一覧

国内において EE 研究を進展させるために，FMSS の

Asarnow JR，Goldstein MJ & Tompson M et al．
（1993）: One-

評価訓練システムの構築及び自己記入式質問紙の開発が

year outcomes of depressive disorders in child psychiatric

必要不可欠である．本研究は，過去にレビューした文献

in-patients; Evaluation of the prognostic power of a brief mea-

において使用されている EE 評価を整理した．FMSS で

sure of Expressed Emotion.

は子どもや自閉症スペクトラム用に質問を誘導する変更
を加えたものがあり，活用されるようになってきている．

，and allied disciplines, 34, 129-137．
Asarnow JR, Tompson M，Woo S, et al．
（2001）:Is expressed

また，自己記入式質問紙も日本語版が作成されていない

emotion a specific risk factor for depression or a nonspecific

ものが複数あった．中でも，FQ は 20 項目で 4 件法と

correlate of psychopathology?

質問数が少なく，負担が少ない上，FAS では評価しに

，29，573-583．

くい EOI を評価することができるとの報告がある．一

Allan E, Le Grange D, Sawyer SM, et al.（2018）:Parental Ex-
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