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Abstract

The purpose of this study is to examine impact of infertility-related stress to depression　in 

infertile women on marital relationship and resilience. 100 women who is under infertility treatment 

completed Fertility Problem Inventory (FPI), Beck Depression Inventory (BDI),  Marital Need 

Satisfaction Scale, Adolescent Resilience Scale and asked to write freely.  As a result of factor 

analysis, FPI was composed of three factors, that is “social isolation”, “importance of a child”, and 

“self-consciousness of infertility”.  There was no significant difference in women’s background.  In 

addition, three factors affected depression on different -route. These findings show that all infertile 

women experience infertility-related stress equally, and suggest needs of different intervention 

according to a type of infertility-related stress.
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問題と目的

近年，生殖医療技術の発展に伴い不妊症や不妊治療は新聞や雑誌，マスコミ報道などで
取り上げられる機会も多くなってきている。不妊とは，日本産科婦人科学会の定義では「通
常の性交をもっているにもかかわらず，２年以上妊娠しないこと」とされている。従来で
は 10 組に１組のカップルが不妊であるとされていたが，近頃では７組に１組の割合までに
増えているとされている。不妊の原因は様々であるが，男性側の原因（造精機能の問題，
精路通過の問題，精機能の問題など），女性側の原因（排卵の問題，卵管の問題，子宮の問
題，子宮頚管の問題など）に大きく２つに分けられる。男女共に異常がある場合もあるが，
男女共に明確な原因が見当たらない場合もある。しかし，治療の対象となるのは主に女性
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であり，女性が病気であると認識されやすい状況がある。
日本では子宝思想が古くから共有されており，「嫁して三年子なきは去る」という言い伝
えや子どもを生めない女性を「石女」と呼ぶなど，女性が結婚をしたら子どもを得ること
は当然の事とされてきた。さらに近年では，出生率低下の危機感が高まり子どもを産み育
てる意義が主張され，子どものいない人への社会的圧力となると考えられる。渡辺・後藤・
倉橋・指山・宇津宮（1999）によると，子どもがいないことについて 71％の不妊患者が「子
どもがいないことで引け目を感じたことがある。」と答えている。
不妊治療の方法としてはタイミング法，ホルモン療法，人工授精，排卵誘発剤の使
用などの一般不妊治療と，体外受精や顕微授精といういわゆる生殖補助医療（assisted.
reproductive.technology; 以下 ART）がある。不妊治療は日本においては体外受精が 1983
年に開始され，続いて 1988 年に凍結・融解胚の治療，1993 年に顕微授精の治療が開始された。
日本産科婦人科学会の報告（2008）によると，2006 年度の年間出生数 1,092,662 人中約 1.8％
に当たる 19,587 児が ARTにより誕生しているが，.2006 年のわが国における体外受精の開
始周期あたりの分娩率は 12.0％，顕微授精では 9.0％であり，治療による分娩率は決して高
いとは言えない。また，不妊治療には保険診療外となるものもあり，当事者夫婦に社会的，
心理的，経済的影響を与えやすいと考えられる。
多くの不妊症夫婦はMenning（1980）の不妊の受容過程理論による段階の，不妊である
ことの否認，その事実への抵抗，不妊となった身体や運命への怒り，自責や悲嘆，抑うつの
段階に固着し，体外受精を何回も繰り返し，長い葛藤期間を経験している（柘植，2001）。
エリクソンのライフサイクル理論の視点からは，不妊は「生殖性 vs..停滞性」の課題として
考えられており，発達段階においての「危機」としても考えられる。
不妊症女性の精神的健康の研究では，ARTを受けている女性は不妊治療を受けたことの
ない女性と比較して，強迫性，神経質さ，不安，抑うつ，偏執的観念が有意に高いとの報
告がある（Wang,.Li,.Zhang.&.Zhang,.2007）。日本においても，状態不安は心身症患者の
平均値と近似している（五十嵐・藤井・木村・水沼，2008）との報告がある。名取（2005）
の報告によると，女性患者は高いうつ状態にあり，痛みを伴う身体症状から健康感に乏しく，
日常生活における仕事や他人との付き合いに影響していることが示されている。
不妊とは，これまで体験したことのない状況への直面であり，意味や意義がはっきりして
いないように感じられることである。時間的な予測や結果の不確実性を含み，ストレスと
して考えられる。不妊の特性を入れたストレスを測る尺度としてはThe.Fertility.Problem.
Inventory（Newton,.Sherrard,.&.Glavac,.1999）がある。Newton.et.al.（1999）の不妊ス
トレスは「社会関係」「性関係」「人間関係」「子どものいない人生の否定」「親になる欲求」
の 5因子で考えられ，これらは男女とも抑うつと不安に相関があること，女性のみ年齢と
弱い負の相関があること，女性の方が不妊ストレスを強く感じていること，男女とも不妊
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原因が男性因子である方がストレスを感じやすいことが示されている。また，夫婦間で「社
会関係」を一致して感じている夫婦は，不一致の夫婦よりも結婚適応のレベルを男女とも
高く評価している（Peterson,.Newton.&.Rosen,.2003）。
不妊症は夫婦の関係に関しては，夫婦関係が「うまくいっていない」と回答した４％の
うち半数が「うまくいっていない」ことに不妊が関係していると答え，また，離別経験
者で離別が不妊と関係していると思うかには６割強が「そう思う」と回答している（白
井 ,.2003）。また，夫のサポートの欠如が不安と抑うつの鍵となっており（Matsubayashi,.
Hosaka,. Izumi,.Suzuki,.Kondo,.&.Makino,.2004），「不妊治療を続けるうえでの心の支え」
として 74％が「夫の存在」であったと報告があり（渡辺・後藤・倉橋・指山・宇津宮 ,.
2000），夫との関係が心理的に重要な要素となりえると考えられる。西脇（2000）によると，
女性患者は不安が高い傾向にあり夫の期待に答えられないこと，妻としての役割や地位の
喪失感がストレスになっており，日本人にとって夫とのかかわりに関することが不妊治療
を受ける女性のストレスに大きく関わっていると考えられる。さらに，夫婦関係と抑うつ
は関連があるとされており（Brown,.Andrews,.Harris,.Adler.&.Bridge,.1986;.Salokangas.&.
Poutanen,.1998），不妊症女性にとって夫との関係はより重要になっていると考えられる。
不妊であることはストレスを生み，不妊症患者に多くの影響を及ぼしていると考えられる
が，すべての患者がストレスによって抑うつやその他の不適応な状態に陥るわけではない。
その個人差を理解する概念の１つにレジリエンス（Resilience）がある。レジリエンスとは
「病気や変化または不運からすばやく回復する能力，または浮力」や「重大な逆境にもか
かわらず，はね返す，またはうまく対処する能力」などと述べられ，弾力，復元力，回復
力など統一された訳語はない（加藤・八木 ,.2009）。最近では逆境によるストレスだけでな
く，生活上のストレスに対しても有効性が考えられ始めている。また，レジリエンスは固
定したものではなく，どの年代の人でも伸ばすことが可能であるとされている（Grotberg,.
2003）。不妊治療を受ける上で不妊によるストレスをなくすことは難しいと考えられ，レジ
リエンスのような個人的特性が重要な役割を果たしてくると考えられる。
小塩・中谷・金子・長峰（2002）はレジリエンスを導く心理特性を「精神的回復力」と呼び，
その心理的特性を「新奇性追求」「感情調整」「肯定的な未来志向」の３因子で構成される
としている。小塩他（2002）は，精神的回復力が危機やストレスに対して予防要因ではなく，
危機に陥った状況において重要な役割をになう要因であると報告している。
以上のことから，不妊治療を受ける女性の心理に特有の大きなストレスがあり，抑うつ
への影響が予想される。また，そこには外的な要因として夫との関係，また内的な要因と
して精神的回復力の影響があると考えられる。そこで本研究では，不妊症女性のストレス
について明らかにし，夫婦関係や精神的回復力の視点から不妊症女性の不妊ストレスと抑
うつに関する因果モデルを組み立て，これを検証し，今後の不妊治療を受ける患者の心理

心理学紀要16号.indb   31 2012/02/16   14:07:33



32

的援助について検討する。

方法

1. 調査対象者

平成 22 年５月から６月に首都圏内にある不妊治療を実施している産婦人科クリニック
２ヶ所に通院中の女性患者（200 名）を対象とした。
2. 調査方法

質問紙と切手，宛名シールが貼ってある返信用封筒を１セットとして封筒に入れ，外来
診察時に医師または看護師が研究内容，倫理的配慮について説明して対象者に手渡した。
回答した質問紙は封筒に入れてもらい，その場で，もしくは郵送で回収した。
3. 質問紙の構成

（1）フェイスシートでは、年齢，治療期間，何人目不妊か，治療段階，不妊原因，民間療
法の有無，自助グループ参加有無について記入を求めた。

（2）不妊ストレスの測定尺度には、Newton,.Sherrard,.&.Glavac（1999）が開発したThe.
Fertility.Problem.Inventory（FPI）を著者の承諾を得て邦訳したもの（以下，FPI 日
本語版）（46 項目，６件法）を用いた。逆転項目の処理を行い，各因子に相当する項目
の項目平均値からなる尺度得点を算出した。

（3）抑うつの測定尺度には、Beck,.Rush,.Shaw,.&Emery.（1979）が開発した抑うつ傾向に
ついての尺度を林（1988）が翻訳したベック抑うつ性尺度（BDI）（16 項目，４件法）
を用いた。合計得点を得点とした。

（4）精神的回復力の測定尺度には、小塩他（2002）が開発した精神的回復力尺度（21 項目，
５件法）を用いた。逆転項目の処理を行い，各因子に相当する項目の項目平均値からな
る尺度得点を算出した。

（5）夫婦関係の測定尺度には、Stinnett,.Collins,.&.Montogomery.（1970）が開発した
Marital.Need.Satisfaction.Scale.を参考にした石山・渡邊・森田（2005）の夫婦関係満
足度尺度（13 項目，３件法）を用いた。得点が高いほど夫婦関係に満足しているとされ，
合計得点を得点とした。

（6）自由記述には「子どもが欲しいと考え始めてから現在に至るまでの気持ちの変化，夫
のご自身への関わり方への気持ちなど，不妊治療を受けられていることへの気持ちにつ
いて，何かありましたらご自由にお書きください。（研究に対するご意見・ご感想でも
かまいません。）」と教示し回答を求めた。
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結果

1. 有効回答

質問紙回収数は 112 部であった（回収率 56.0％）。そのうち回答に不備のあるデータを除
く 100 部を分析に用いた（有効回答率 89.3％）。
2. 対象者の概要

分析対象者の概要をTable.1.に示す。

3. 各尺度の分析

（1）FPI 日本語版尺度の構造

FPI の 46 項目について逆転項目を処理したのち，平均値，標準偏差を算出した。そして
フロア効果が見られた５項目を以降の分析から除外した。残りの項目について，主因子法
プロマックス回転によって因子分析を行った。その結果，Newton.et.al.（1999）が提案し
ているものとはかなり異なった因子構造が得られた。その為，我が国の状況に合わせて尺
度を再構成することを試みることにした。固有値の変化は，第１因子 10.379，第２因子 3.146，
第３因子 2.873，第４因子 2.208 であり，因子解釈可能性から３因子を抽出した。因子負荷
量が 0.35 に満たない項目と複数の因子に高い負荷量を示すものを削除した上で再度主因子
法プロマックス回転を行った結果をTable2 に示す。各因子は「社会的孤立感」（α＝ .88），「子
どもの重要性」（α＝ .85），「不妊意識」（α＝ .82）と命名をした。
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Table ２ FPI 日本語版尺度の因子分析結果（プロマックス回転後の因子パターン）（n=100）
. 因子.

1 .2. 3
8. 子どものいる家族を見かけると、自分だけが「蚊帳の外」のよ
うな気がする。 ..840. -.025 ..053

9. 友人や家族から遅れを取っているように感じる。 ..821 ..005 .-.017
4. 親族が集まる時、特に辛い。 ..806 ..052 .-178
5. 子どものいる友人と自分をいつも比較してしまう。 ..697 .-.113 ..108
7. 幼い子どもがいる友人と一緒に過ごすのは難しいと思う。 ..693 .-.124 .-.077
3. お盆やお正月は特に辛い。 ..680 ..031 .-.091.
42. 子どもができないため自分が空っぽに感じる。 ..535 ..285 ..190.
1＊. 子どもについて聞かれても気にならない。 ..459 ..059 .-.100
13*.私と同性の人たちと自分は何ら変わらないと思う。 ..387 ..008 ..182
36＊.子どもを持たないことで得られる自由というのも魅力がある。 .-.241 ..762 .-.003
34＊.子ども（あるいはもう一人の子ども）を持つ事は私の幸せのた
めに必ずしも必要なことではない。 .-.149 ..751 ..150

43＊.子ども（もう一人子ども）を持つ事は、私の人生で重要な要素
ではない。 ..089. .708 .-.054.

39. 二人の結婚生活には子ども（もう一人の子ども）が必要だ。 ..156 ..681 .-.197
46. 子ども（もう一人の子ども）ができるためなら何でもする。 ..200 ..645 .-.134
41. 子どものいない（あるいはもう一人子どものいない）将来はぞっ
とする。 ..187 ..594 ..099.

32＊.時々自分が本当に心底、子ども（あるいはもう一人）が欲しい
のかと真剣に悩むことがある。 ..176 ..488 ..255

33＊.子どもがいない（もう一人いない）ことで、他に自分を充足さ
せる時間を持てる。 .-.042 ..453 ..087

45. 思い出す限り、ずっと私は親になりたいと願ってきた。 ..027 ..436 ..082
35＊.私たちは子ども（あるいはもう一人の子ども）なしで幸せな関
係を長く持てる。 ..060. .416 ..277

30＊.もし私たちが子どもを持てなくても（あるいはもう一人授から
なくて .276 ..402 ..058

31＊.子どもがいなくても（あるいはもう一人授からなくても）二人
の幸せな人生が心に描ける。 ..277 ..392 ..001

20. パートナーは子どもができないということが私の気持ちに負担
になっているか理解していない。... -.238 .048 .716

21＊.パートナーと私は自分たちの不妊の問題について共によく話題
にしている。 .-.299. .157 ..695

18. 時々妊娠のことでとても大きなプレッシャーを感じるので、そ
のことがセックスを難しくしている。 ..197 .-.114 ..684

16. 子どもができなったときの失望感を考えると、セックスするこ
とが難しい。 ..135 .-.208 ..647

15. セックスの間、ずっと頭に中にあるのは、子どもが欲しい（あ
るいはもう一人子どもが欲しい）ということだけだ。 .-.056 ..175 ..635
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19. パートナーが不愉快になってしまうので、自分の気持ちを表せ
ない。 ..149 .-.016 ..536

11. 子どもができないためにセックスの楽しみを失った。 ..199 .-.116 ..510
12*.以前と同じようにパートナーにとって私は魅力的であると思う。 .-.054 ..085 ..501
22. パートナーが子どもができないという事に、私と違った考えを
持っているのではないかと気になる。 ..060 .-.163 ..397

17. 排卵日にセックスが出来ないと、私はイライラする。 ..160 ..035 ..367
2＊. 親戚に腫れ物にさわるような扱いはされていない。 .-.152 ..028 ..352
.（＊は逆転項目）.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　因子相関 ..487 ..479
. ..429

（2）精神的回復力尺度の構造

精神的回復力尺度についても逆転項目を処理したのち，主因子法プロマックス回転によっ
て因子分析を行った。その結果，小塩他（2002）によって示された因子構造が確認された。
クロンバック α係を求めたところ「感情調整」で .85，「肯定的な未来志向」で .80，「新奇性
追求」で .81 となり，十分な信頼性があると考えた。

（3）各変数の関係　

質問紙の FPI 日本語版，夫婦関係満足度尺度，精神的回復力尺度，BDI における相関関
係を調べた（Table3）。また、各変数間における①治療段階，②民間療法の有無，③自助グルー
プへの参加有無，④不妊原因について各群による各得点の差を調べた。
①一般治療群と生殖補助医療群
夫婦関係は，一般治療群より生殖補助医療群の方が悪いことが示された（t(38.4)=2.02,.

p<.05）。不妊ストレス，精神的回復力，抑うつには差がなかった。
②民間療法をしている群としてない群
どの尺度得点においても得点に差は示されなかった。
③自助グループ参加したい群と参加したくない群
不妊ストレスの「子どもの重要性」（t(98)=2.50,.p<.01），「不妊意識」（t(98)=3.67,.p<.01），「不
妊ストレス全体」（t(98)=3.53,.p<.01）が自助グループに参加したくない群より参加したい
群の方が高いと示された。夫婦関係や精神的回復力には差が示されなかった。
④不妊原因（男性因子，女性因子，男女とも・原因不明）
どの尺度得点においても差は示されなかった。
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.

（4）不妊ストレス　

２（年齢区分：35 歳未満，35 歳以上）×２（何人目不妊：1人目，2人目）の分散分析では，
有意な交互作用は認められず（F(1,96)=.0.16,n.s.），「年齢区分」（F(1,96)=0.11,n.s.），「何人目不妊」
（F(1,96)=1.21,n.s.）のいずれの主効果も有意ではなかった。
（5）抑うつ

夫婦関係満足度と精神的回復力のそれぞれの平均値を基準として高群・低群に分類した２
（夫婦関係満足度：高，低）×２（精神的回復力：高，低）の２要因分散分析では，交互作
用は有意ではなかったが（F(1,96)=0.461,.n.s.），夫婦関係満足度（F(1,96)=18.086,.p<.01），精
神的回復力（F(1,96)=26.101,.p<.01）の主効果は有意であった。

（6）因果モデル　

初期モデルとしては，「不妊意識」「社会的孤立感」「子どもの重要性」の上位に“不妊
ストレス”と命名した潜在因子を設定した。しかしながら，そのモデルは不適解となっ
た。そこで，算出された相関係数を踏まえ，「不妊意識」からは「夫婦関係満足度」，「子ど
もの重要性」と「社会的孤立感」からは「精神的回復力」へのパスを仮定して分析を行っ
た。すべて有意なパス係数を得られたが，モデル適合に関する適合度指標は十分な結果が
得られなかった。そこで誤差共分散を導入するモデル修正を行った。そのモデル分析結果

8 
 

p<.05）。不妊ストレス，精神的回復力，抑うつには差がなかった。 

②民間療法をしている群としてない群 

どの尺度得点においても得点に差は示されなかった。 
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不妊ストレスの「子どもの重要性」（t(98)=2.50, p<.01），「不妊意識」（t(98)=3.67, p<.01），

「不妊ストレス全体」（t(98)=3.53, p<.01）が自助グループに参加したくない群より参加 

したい群の方が高いと示された。夫婦関係や精神的回復力には差が示されなかった。 

④不妊原因（男性因子，女性因子，男女とも・原因不明） 

どの尺度得点においても差は示されなかった。 

Table3 年齢，治療期間，各尺度における相関係数（ｎ=100） 

  

  年齢 
治療

期間 

社会的

孤立感 

子ども

の重要

性 

不妊意

識 

不妊ス

トレス

全体  

夫婦関

係満足

度 

感情調

節 

肯定的

未来志

向 

新奇性

追求 

 精神

的回復

力全体 

治療期間 .35**           

不
妊
ス
ト
レ
ス 

社会的孤立

感 
-.21* .05          

子どもの重

要性 
-.07 .01 .49**         

不妊意識 .10 .16 .43** .37**        

不妊ストレス 

全体 
-.08 .10 .80** .80** .77**       

夫婦関係満足度 -.12 -.18 -.16 -.28** -.49** -.40**      

精
神
的
回
復
力 

感情調節 .22* .07 -.39** -.33** -.33** -.44** .16     

肯定的未来

志向 
-.05 -.15 -.31** -.23* -.27** -.34** .49** .31**    

新奇性追求 .01 -.05 -.19 -.12 -.27** -.24* .30** .30** .49**   

精神的回復力 

全体 
.12 -.03 -.41** -.32** -.38** -.47** .38** .81** .71** .72**  

抑うつ -.05 .09 .50** .47** .41** .58** -.45** -.56** -.55** -.32** -.64** 

*p<.05  **p<.01 

  

(4)不妊ストレス  

２（年齢区分：35 歳未満，35 歳以上）×２（何人目不妊：1人目，2人目）の分散分析では，

有意な交互作用は認められず（F(1,96)= 016,n.s.），「年齢区分」（F(1,96)=0.11,n.s.），「何人目

不妊」（F(1,96)=1.21,n.s.）のいずれの主効果も有意ではなかった。 

(5)抑うつ 

夫婦関係満足度と精神的回復力のそれぞれの平均値を基準として高群・低群に分類した２（夫

Table3　年齢、治療期間、各尺度における相簡係数（n=100）
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を Figure.１に示す。
モデル適合度指標は，GFI=0.958，AGFI=0.900，CFI=.0.988，RMSEA=.0.044 であり，
十分な適合度を備えていると判断した。

（7）自由記述　

回答は，（１）自分の気持ち（２）人間関係（３）社会との関係（４）その他に分けられた。
（１）自分の気持ち
不妊治療を受けることでの辛さについての回答が 51 件あった。また，自分自身につい
ては，他人をうらやむことで自己嫌悪に陥ることや妊娠できないことに対しての劣等感
を感じているという自己評価の低下を語る回答が 12 件得られた。
しかし，このような辛い気持ちがある一方で，現状を受け止めながら治療に意欲を示す
前向きな回答も 16 件得られ，妊娠に成功しない後のことを前向きに検討している回答も
４件得られた。
２人目不妊では，子どもが既に１人居ることによって不妊の辛さや挙児願望が，治療期
間が長くなるにつれ薄らいでいく気持ちの回答が５件得られた。

 

不妊意識

子どもの重要性

社会的孤立感

.23

夫婦関係満足度

.40

精神的回復力

.78

抑うつ

.26

肯定的未来志向

e1

.51
.11

新奇性追求

e2

.33
.43

感情調節

e3

.66

-.26

-.46

-.48

-.28

-.80

.37

.49

.43

e4

e5

.32

.41

e6

Figure1　不妊ストレスと抑うつの因果モデル
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（２）人間関係
周囲とのかかわり方の変化についての回答は 10 件得られた。その回答には、子どもの
いる友人との付き合いが難しくなったことや孤独感を感じていること，周囲からの妊娠
へのプレッシャーを感じたことがあった。また，夫との関係については，治療の協力や
理解が得られている，精神的に支えられているなど夫に対して肯定的な回答が 16 件得ら
れた。一方，夫の協力や理解に対して不満を持つ内容の回答も 10 件得られた。
（３）社会との関係について
社会的な問題については，治療を継続するにあたっての経済的負担や仕事と治療の両立
についての時間的，人間関係的な難しさ，世間の不妊治療に対する理解，認識への改善
についての回答が 17 件あり，心理的支援についての希望や要望については５件の回答が
得られた。
（４）その他
その他，少数意見だが，不妊治療の大変さについて２件，周囲に支えられた経験につい
ての回答が１件，挙児願望について３件の回答が得られた。

考察

1. 不妊ストレスについて

不妊ストレスは，治療段階や妊娠率が高い年齢層であること，民間療法の有無，１人子
どもがいることによって差は示されなかった。このことから，不妊ストレスとは，子ども
を望んでもできない不妊症女性が同じように感じるものであり，「子どもが欲しい」という
尽きることのない渇望を伴い“終わらせようとしない限り”際限なく続く不妊心理（荒木 ,.
2009）に起因していると考えられる。また，不妊原因による差も示されず，子どもができ
ない原因がどちら側にあるかではなく，女性が感じている妻としての役割や地位の喪失感
が強く不妊ストレスにつながっていると考えられる。
さらに本研究では，自助グループに参加してみたい群では「子どもの重要性」「不妊意識」
が参加したくない群よりも高く示され，「社会的孤立感」については両群間で差がなった。
自由記述回答が多く得られたことや記述回答において子どもを切実に望む気持ち，不妊で
ある辛さを話せる人が周りにいないことが辛いなどの回答が得られたことは，「子どもの重
要性」「不妊意識」の高さと一致するものであり，このことが不妊体験やそれにまつわる思
いを安心して語れる場である自助グループに参加したいという気持ちへと繋がっていくも
のだと考えられる。
しかし，不妊症患者のグループでは，メンバーの妊娠があることや子どもがすでにいる
人といない人とで共感が得にくいこと，子どもが授かりやすい年齢層への抵抗感などの問
題が発生し，他者への嫉妬と妬みの感情を引き起こすことがある（伊藤 ,.2009）。参加者の
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ストレスケアとなる機能をより高めるために，今後，不妊症の特性に配慮したグループの
構成の在り方を検討する必要がある。
年齢において「社会的孤独感」のみに有意な負の相関が示されたことからは，「社会的孤
立感」が，年齢が上がることで周りからの妊娠プレッシャーが減ることや自身に妊娠の諦
めが生じることに影響されると推測され，年齢が上がるにつれてストレスが低くなると考
えられる。
2. 抑うつ

年齢や治療期間に関連は認められなかった。また，治療段階や民間療法の有無，自助グルー
プへの参加希望の有無，不妊原因によっても差は認められなかったことから，不妊症女性
の抑うつは不妊治療的背景から影響を受けず，自助グループへの参加したい気持ちに影響
することがないと考えられる。
3. 不妊症女性の夫婦関係について

生殖補助医療群の方が一般治療群に比べ夫婦関係満足度が低く示された。この理由として
は，生殖補助医療は自然妊娠が難しいこと意味する治療であること，より女性が主体とな
る治療になること，採卵や胚移植に伴う身体的な苦痛が増えることなど，今まで以上に妻
の不妊や不妊治療による辛さや大変さに対する夫の理解を妻がより必要とすることが要因
となっていると考えられる。特に，日本においてはカウンセリングが普及されていないた
めに，不妊治療を受ける妻に対して夫が重要な役割を担う（Matsubayashi.et.al.,.2004）と
されており，本研究の自由記述の回答からも夫に治療への協力に感謝をする一方，より一
層の理解や協力，精神的サポートを求める声が多くみられ，夫の役割の重要性が示唆された。
また，「子どもの重要性」，「不妊意識」とは，負の相関がみられた。不妊症女性は子ども
をもつことができない可能性が頭を過り，2人だけの人生を考えなければいけない可能性を
感じざるを得ない状況にある。そのような状況で夫婦関係に満足していることは，子ども
をもたない可能性を視野に入れることができ，子どもの価値や妻としての役割意識が見直
されていると考えられる。
4. 不妊症女性の精神的回復力について

「新奇性追求」のみが「社会的孤立感」と「子どもの重要性」に相関が見られず，「不妊意識」
のみに負の相関が認められた。このことは，不妊であることを意識することは新しいこと
に目を向けることを抑制し，逆に新しいことへチャレンジする気持ちは不妊治療の肯定的
な面に目を向けることや不妊をそれまでとは違った，別の視点から捉えられるようになり，
不妊意識を低下させることになっていると考えられる。
5. 因果モデル

このモデルでは「不妊意識」は夫婦関係満足度を媒介し，抑うつに影響を及ぼしている。
この結果は，不妊によって夫婦関係が影響を受けていることを明らかにしている。不妊ス
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トレスの因子のうち「不妊意識」が夫婦関係満足度に影響を与える理由としては，不妊で
あるということが夫婦関係の中で意識されるものであることが挙げられる。そのため「不
妊意識」は，夫婦関係においての女性の役割意識とつながり，妻としての夫の子どもを妊
娠する役割や妻としての地位の喪失感を生むことに影響をしていると考えられる。
また，「子どもの重要性」や「社会的孤立感」は個人の内的要因である精神的回復力を媒
介し，抑うつに影響を及ぼしている。「子どもの重要性」「社会的孤立感」が精神的回復力
に影響を与える理由としては，それらのストレスが「不妊意識」と比べて夫婦間で意識さ
れるものではなく，子どもをもつことに対する個人的な考え方や気持ちに関連したもので
あることが挙げられる。
6. 自由記述

本研究の自由記述からは，松林他（1999）や五十嵐他（2008）が示すような不妊症女性
の不安の高さや情緒の不安定さが感じられ，また，自己肯定感についても低下を感じさせ
る回答がみられた。このことは，不妊治療中の女性の多くが，Menning（1980）の不妊の
心理段階における，第１段階から第６段階までのショック，否認，怒り，孤立，自責，悲嘆・
抑うつの段階にいることを示し，不妊であることを受容する段階までには至っていない状
態であることが推測される。
7. これからの心理的援助

（１）因果モデルから考える

不妊ストレスに影響を受けた夫婦関係満足度や精神的回復力はそれぞれ抑うつに影響し
ていることが明らかとなった。この因果モデルからは，不妊症女性の不妊ストレスによる
抑うつを減らすためには，不妊ストレスの種類に応じて夫婦関係満足度や精神的回復力を
高めるようなアプローチが有効な手段となりえることが考えられる。
夫婦関係を高めるアプローチとしては，不妊治療や不妊，その他の問題について夫婦で
積極的に取り組むこと，問題が生じた時は話し合いによる合意を得ること，会話時間や自
己開示を多くすることなどを促すことが介入の１つとして考えられる。また，治療を始め
る際に，今後夫婦関係が揺らぐ可能性があることを伝えておき，夫婦だから言葉にしなく
とも理解してくれる，という思い込みを無くしていくことも必要だと考えられる。
一方，精神的回復力を高めるアプローチには，治療をしながら自分の感情と向き合う支
援が考えられる。治療中に起こる感情の不安定さや治療の不成功の際の悲しみは当然なこ
とであり，医療従事者はその気持ちに寄り添いながら治療について一緒に考えていくこと
が必要であろう。また，不妊治療では妊娠し子どもをもつ将来を想像しながら通院しており，
子どもがいない人生に肯定的なイメージを持つことが難しくなっている。そのため，治療
を始める時からどちらの結果になっても前向きな展望を持ち続けられることが必要だと考
えられる。そのためには，治療を考える際に，人工授精や生殖補助医療を行う回数や妊娠
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率などの情報提供だけでなく，妊娠という目標に柔軟性を持たせ，人生設計の改善への手
がかりを得られるような支援を早期の治療段階からしていくことが必要だと考えられる。

（２）自由記述から考える

自由記述の回答からは，不妊症女性は不妊治療をしながら精神的に健康な生活をしていく
ためには，不妊治療を進めながら不妊と向き合い，本来の自己肯定感を取り戻し，不妊であ
る自分を受容していくことが必要となっていると考えられる。そこには時間とプロセスが必
要であることを認識し，本人が現実との折り合いを付けられるような支援が必要と考えられ
る。そのためには本人だけでなく医療従事者を始め，職場や地域社会などの専門職以外の人々
が，「妊娠」「出産」そして「母になること」だけが，不妊症女性にとっての成功とされがち
であることを，決してそうではないこととして認識をすること，また不妊心理を理解し，子
どもは夫婦が望んでももてるとは限らないことがあるという現実を受け入れやすい成熟した
社会環境に作り上げていく努力をすることが必要であると考えられる。
さらに，今，不妊治療を受ける人たちにとっての問題としては，「母性社会」のもつ社会
的圧力だけでなく，不妊治療中の女性が不妊と向き合う時間や場を持つ機会があまりない
ことも挙げられる。不妊と向き合う場として自助グループでは，同じ辛さを分かち合うピ
アの存在が，不妊治療や不妊に前向きに取り組むきっかけや力を与えているとされている
（松本 ,.2005）。宇津宮（2008）による院内での患者によるサポート・グループ開催による結
果報告からは，「疲労」の軽減と「活気」の増加がみられている一方で，「抑うつ－落ち込み」
や「混乱」には効果が得られておらず，心理専門職による心理的支援の必要性が感じられる。
8. 課題

本研究だけでは，FPI 日本語版を不妊ストレス尺度として一般化するには母集団の大き
さに限界があり，今後，様々な母集団のデータを重ね比較検討する必要があると思われる。
また，共分散構造分析で得られた解は１つの可能性であり，今後の研究では，経済状況な
ど心理社会的要因となりえる変数を組み込んだモデルを検討していく必要があると考えら
れる。
そして，不妊とは人生における危機であり，予定していたライフストーリーを新しいス
トーリーに書き換えていくためにどのようなことが可能なのかを今後さらに検討していく
必要がある。そのためには 1人 1 人が不妊をどのように意味付けし理解しているのか知る
必要があり，治療中だけでなく，治療終結時や治療後といった治療経過に伴った縦断的な
心理変化の理解や妊娠に至らなかった女性の心理を理解し，心理的支援のあり方を考えて
いくことが重要であると思われる。
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