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介いただきました、川崎
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市こども家庭センターの
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私の方からは「児童虐待対応における医療機関と

17.6%、ネグレクト 33.3% であったものが、平成 25

の円滑な連携について」
、全体的なお話が中心にな

年度には身体的虐待が 25.4%、性的虐待 0.8%、心理

ると思いますが、よろしくお願いいたします。

的虐待 58.9%、ネグレクト 14.9% と、児童相談所が

まず、
児童虐待相談対応件数の推移ですけれども、

対応する虐待の内容が身体的虐待から心理的虐待に

全国で平成 16 年度の３万 3,408 件から平成 25 年度

大きくシフトしていることがお分かりいただけるか

は７万 3,765 件、26 年度には８万 8,931 件となりま

と思います。

して、平成 16 年度の 2.6 倍に増加しています。

一方、医療機関からの相談通告の割合は平成 17

川崎市におきましても、平成 16 年度の 448 件か

年度の 4.0% からほぼ横ばいでして、平成 25 年度に

ら 25 年度は 1,567 件、26 年度には 1,792 件となり

は 3.4% という割合となっております。先ほどの警

まして、平成 16 年度の４倍に増加している状況が

察と同様に、病院からの相談対応件数の虐待種別

あります。児童虐待相談対応件数の増加傾向は、今

ごとの構成比を見てみますと、平成 17 年度は身体

後も続いていくものと思われます。

的虐待が 55.7%、性的虐待 3.0%、心理的虐待 9.0%、

児童虐待通告が増加していることにかかる視点、

ネ グ レ ク ト が 32.2% で あ っ た も の が、25 年 度 に

ポイントといたしましては次の点が挙げられるかと

は身体的虐待 44.3%、性的虐待 2.8%、心理的虐待

思います。

14.7%、ネグレクト 38.2% となっています。

まず、第１に「社会的認知の変化」が挙げられま

医療機関の視点としても、心理的虐待やネグレク

す。これは児童虐待そのものの増加もあると思いま

トの視点で児童相談所に対応を求める案件が増えて

すが、児童虐待に関する社会的認識の変化が大きい

きているということがここにあらわれているかと思

と思います。子どもの面前でのドメスティックバイ

います。

オレンスは心理的虐待であるという認識の変化はそ

さて、医療機関、児童相談所、ともに児童虐待に

の最たるものであると思います。これらの社会的認

ついて何とかしようと日々努力しているわけですけ

識の変化は、児童虐待通告の感度が上がった結果と

れども、医療機関側も児童相談所側もお互いに通告

いうふうに捉えることもできると考えております。

後、あるいは通告を受理した後の対応に関する不安

次に、対象者の捉え方の変化が挙げられます。幼

ですとか心配を抱えることがあるかと思います。

保児童だけではなくて、さまざまなリスクを背景に

医療機関側の不安、心配ごとと言えば、例えば児

持つ特定妊婦への支援という視点ですとか要支援児

童虐待と言える状態なのかどうかといった見立てと

童という視点で、児童虐待の早期発見や予防という

診断の確証が持ちにくいということですとか、児童

視点が強まってきているということでございます。

相談所への通告をして良いものかどうかという迷

これらは通告経路の割合について分析をしてみる

い、守秘義務や子ども、保護者との治療関係の影響

ことで、そこに特徴があらわれていると考えます。
平成 17 年度の全国の児童虐待相談対応件数３万

などです。
あとは、保護者、家族への説明をどのように行え

4,472 件のうち、警察から通告があったものについて

ばよいのか。児童相談所への通告後の児相の動きや、

は全体の 6.5% でしたが、平成 19 年度に 10% を超え

見通しが分からず心配であるとか、病院内で職権一

まして平成 25 年度には 28.8% に伸びております。

時保護の介入などもあるかと思うのですけれども、

これは、先ほども触れましたドメスティックバイ

そういう場合に他の患者さんへの病棟内での混乱な

オレンスを心理的虐待と捉えて、警察に通報が入り

どが心配であるとか、影響が心配であるとか、医療

対応した案件につきましては児童相談所へ通告する

費等の費用負担はどのようになっていくのかといっ

というふうに警察組織が意識を高めてきたというこ

たようなことなどです。

とが大きく影響していると思われます。

一方、児童相談所側も医療機関からの連絡を受け

これは、警察からの相談対応件数の虐待種別ごと

て児相への通告元となってもらえるのかどうか。そ

の構成比の変化を見ると特徴があらわれておりまし

れから、児童相談所と当該児童や保護者との相談・

て、平成 17 年度の警察からの相談対応件数のうち

援助関係はしっかり結べていくのかどうか。職権一

身体的虐待は 45.7%。性的虐待 3.4%、心理的虐待

時保護介入などの根拠となる情報、エピソードとか
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医学的診断などがどこまで得られるのか。あとは、

児童虐待対応の中でも医療機関が果たす役割は

病院内の職権一時保護などについても医療機関から

非常に大きなものがありますし、特に重症事例を

どこまで協力が得られるのかといったようなことが

キャッチした場合の対応などにおいては、医療機関

心配・不安として挙がってきます。

における虐待に関する知識や、虐待を受けたお子さ

医療機関は当然、病気やけがの治療ということを

んの診療経験などが不十分である場合や、組織的対

使命として持っている機関ですし、児童相談所側は

応の体制がない場合などは、十分に対応することが

家族関係や家庭環境調整など、家族システム、環境

できないというような課題もあるかと思います。

調整への働きかけをしていくという視点で関わって

このような状況を踏まえて、厚生労働省からも各

いきますので、ここにお互いの不安や心配を背景に

自治体の中核的な医療機関を中心といたしまして、

ギャップが生じる場合があるかと思います。

虐待対応のネットワーク作りや保健医療従事者の教

どのように関係機関連携においてこのような

育等を行って、児童虐待対応の向上を図ることを目

ギャップが生じることを埋めて、要保護児童等の早

的に、児童虐待防止医療ネットワーク事業というも

期発見や適切な保護、支援を図るために児童福祉法

のを平成 24 年度に開始しているところです。

に基づいて対応していくかというと、要保護児童対

また、26 年３月にはこの事業推進の手引きが示

策地域協議会というものが各自治体で設置されてお

されているところです。この手引の中では、１番目

りまして、協議会参加者に守秘義務が課せられてお

として「院内体制の構築」、２番目に「地域の医療ネッ

ります。それで、この要保護児童や適切な保護につ

トワークの拡大」、３番目に「多機関・多職種の連

いて関係機関が情報や考え方を共有し、適切な連携

携体制構築」といった３つの柱で構成されておりま

を図るための仕組みが整えられているところです。

して、特に地域の医療ネットワークの拡大の部分は、

この要保護児童対策地域協議会、要対協と略しま
すが、この要体協は今、全国でほとんどの自治体で

地域の医療機関の児童虐待対応と、関係機関の連携
への感度を上げていくものになると思います。

設置されておりまして、児童虐待や非行問題といっ

また、このネットワーク事業に先駆的に取り組ん

た子どもを守る地域ネットワークとして機能してい

できた北九州市では、この中核的な医療機関が地域

るところです。

の病院ですとか診療所に児童虐待対応のバックアッ

さて、先ほど述べました医療機関と児童相談所と

プを展開したこともありまして、医療機関からの通

のギャップを埋めていくためにどのようなことが必

告率がアップしたという実例も報告されているとこ

要でしょうか。各機関の職員個人の力量やスキル

ろです。日ごろから対応方法ですとか連携の流れに

アップはもちろん、連携に向けた組織内体制の充実

ついて十分に確認をしていくことが、迅速かつ安全

や関係機関同士のバックアップも必要だと思いま

に子どもの福祉を守ることにつながると思います。

す。また、要保護児童対策地域協議会の充実も重要

このように、要対協の枠組みも活用しつつ、医療

なポイントとなるかと思います。
しかしながら、医療機関と児童相談所との先ほど
のギャップを埋めていくためには、さらに新たな仕
組みが必要であろうと考えます。

機関と児童相談所との独自のネットワークをさらに
確立することが求められているところです。
川崎市でも、このネットワーク事業に積極的に今
後取り組んでいく必要があるかというふうに感じて
おります。
最後に、関係機関の連携成功のもととして私が考
えていることを述べたいと思います。
まず、第１に顔の見える関係です。皆さん御存じ
のことかと思いますが、やはり定期的な連絡会です
とか会議を持つことはもちろん、日ごろからコミュ
ニケーションがとりやすい関係をしっかりと築いて
おくことが大切だと思います。
次に、互いの組織の役割・強みや限界を正しく理
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解していることが重要だと考えています。お互いに
責め合うのではなくて、前向きに議論するというこ
とが重要であると感じております。
さらに、援助方針をお互いに共有して関係機関相
互の情報共有と役割分担ができること。また、あわ

要であると思います。
本日のこのフォーラムを通じて、この「のりしろ」
が少しでも広がることを期待して私からの発表を終
わりたいと思います。御静聴どうもありがとうござ
いました。

せてお互いの組織の中での情報共有、役割分担が適
切にできることも重要なポイントであろうと感じて

中山 浩氏

おります。

の発表に移らせていただ

４つ目は、必要に応じて即応性のある協議やカン

それでは、次

きたいと思います。

ファレンスが持てることが重要で、緊急度というも

それでは、梅澤さんの

のを意識して対応のタイミングを逃さないことも大

方からよろしくお願いい

切であると思います。ついつい重症度的なところで

たします。

対応していくことがあると思うのですけれども、緊
急度というものについても着目していく必要がある

梅澤 直美氏

のではないか、そのように感じております。

んにちは。私は川崎市川

皆さん、こ

最後に、責任の明確化と「のりしろ型」の連携が

崎区児童家庭課で今、保

重要であると考えております。機関連携の中で単に

健師をしています梅澤と

役割を振り分けて配分するというような形ではなく

申します。

て、その子どもや家族に対してどのようなことがで

今年の３月まで、こど

きるのか。子ども、家族を中心に、この「のりしろ」

も家庭センター川崎市中

をしっかりと持ってネットワークを強固なものにし

央児童相談所の方に勤務をしておりました。児童相

ていくということが重要だと思います。

談所３年で児童家庭課は１年目と少ない経験ではあ

この中でも一番私が言いたいところは、子どもの

りますが、この経験の中で保健師の立場から医療機

最善の利益というものを医療機関や児童相談所がと

関連携について感じているところをお話できればと

もにこのキーワードで一致しているということが大

思っております。よろしくお願いいたします。

事だと考えております。特に医療機関と児童相談所

川崎市には、児童相談所が３か所あります。平成

との連携においては、先ほども触れましたけれども、

25 年度から、各児童相談所に保健師が１名ずつ配属

相互のシステムや考え方をベースにしっかりと理解

されています。それまでは、児童相談所の方には保

をし合って、お互いの立場などを通訳できるような

健師が１名配属でした。保健師が同じ職場にいれば

職員を養成していくというようなことも重要である

声をかけ合って相談しやすいと思うのですが、一緒

と考えています。

に職場にいないとなかなか相談にはつながらず、関

終わりになりますが、医療機関と児童相談所の通

わりを持ちにくかったなという印象を持っています。

訳ができる仕組みをどのように今後構築していくの

平成 25 年度から各児童相談所に保健師が配属さ

か。これについて先ほども触れましたけれども、医

れてからは、児童相談所内でも相談関係を築きやす

療機関、児童相談所、双方の力量アップに取り組む

く、しっかりとした関わりを持てるようになってい

必要があると思われます。

たと感じています。

また、この児童虐待防止ネットワークにおける地
域医療の感度をどのように上げていくのか。医療機
関からの通告率のアップがなされることで、児童虐

川崎市においては、児童相談所経験のある保健師
がまだまだ少ないのが現状となります。
児童相談所における保健師の業務ということで、

待の早期発見ですとか予防的支援にも大きく貢献で

児童相談所の中で保健師は医療職としての役割を担

きるものと考えています。

うことが多いです。児童相談所で保健医療に関わる

最後に、子どもの最善の利益のために相互理解を

虐待通告や相談も入ってきます。また、医療機関か

深め、
「のりしろ型」の連携を広げていくことが重

ら入ってくる通告とか相談に関しては、生命に関わ
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る危険な状況も多いので、医療機関の通告は緊急度

師自身が理解をして児童相談所へ伝え、児童相談所

や重症度でなく、児童相談所内でも緊張度も上がる

と医療機関の間に入ってつなげていくのも役割にな

のが現状です。

ると思っています。

医療機関から児童相談所へ通告が入った場合、連

児童相談所として、医師の意見や判断が必要な場

絡調整や状況の把握を保健師も担っていくことにな

合は児童相談所兼務の医師がおりますので、その医

ります。

師と連絡をとり、調整を図っていくのも保健師の役

電話でのやりとりでは情報収集にも限界があって
難しさもあるので、できる限り医療機関へ出向いて
医療機関への調査、カンファレンスを行って医療情
報をとってアセスメントを行っていきます。
その医療機関からの状況と、他に関係機関があれ

割になります。
一方で、区役所の方の児童虐待を扱う部署が児童
家庭課です。
児童家庭課では、妊婦、０歳〜 18 歳までの児童
及び家族への相談支援を行っています。以前よりも、

ば、関係機関から入手した情報をもとに児童相談所

虐待対応で関わることが多くなっているような現状

内で処遇を検討していきます。

です。平成 25 年４月の組織改正から、区役所でも

また、医療機関からだけでなく、保育園や学校な

虐待通告を受けるようになりました。区役所に虐待

どからも傷やあざの通告があった場合、傷、あざに

通告が入れば、組織で今後の対応について検討して

ついてどのように受傷したのか、医療受診が必要な

いきます。児童家庭課では、保健師だけでなく社会

のかなど、アセスメントを行っていく必要がありま

福祉職、助産師、心理士、保育士など専門職で構成

す。このような場合も、社会福祉職と一緒にチーム

されており、多職種の専門職で検討し、判断してい

を組んで現場に行きます。

きます。

このように、病院の通告だけでなく、医療保健に

保健師は親に寄り添って支援を行っていくことが

関わる場面において保健師の役割が発揮される場面

多く、親の視点に立って考える傾向があると思って

だと思っております。

います。多職種で検討することで子どもの視点に気

医療機関から児童相談所への通告について、先ほ

づき、今後予測されるリスクも親との関係性だけで

ども触れましたが、緊急度・重症度が高いことが多

なく、子どもへの影響など、幅広く検討することが

いです。医療機関から連絡をもらったら、児童相談

できていると思います。

所内でも優先的に対応を検討していきます。

また、児童家庭課の方に医療機関から連絡が入る

このように通告が入れば、得られている情報をも

ことも多く、今後、児童相談所に関わってもらう必

とに体制を組んで調査となっていきますが、早急

要があると組織的に判断した場合には、児童相談所

な対応が求められることが多いですので、スピー

にも一緒に関わってもらっています。また、もとも

ディーに進めていく必要があります。

と医療機関と区役所で関わっているケースの場合で

継続的な入院や治療が必要な場合は、入院治療の
間に医療機関と連携し、アセスメントを行っていき

も、医療機関と連携しながら児相に連絡をしていく
タイミングを相談しています。

ます。親の証言、医療診断の結果から、受傷状況や

現在勤務している川崎区の特徴ですが、川崎市の

原因、身体状況が一致しない等は、今後方針を決め

中でも川崎区は児童相談所への通告件数が多くて、

ていく上で重要な情報となります。面会の様子、父

若年妊婦も多く、生保世帯も外国籍の方も多いのが

母だけでなく親族の様子や関係性も情報となりま

特徴となる区になります。

す。限られた情報をもとに判断し、介入を行ってい
きます。
保健師は医師ではないのですが、医療職という立
場で病院からの情報を児童相談所として検討してい
く上で、分かりやすく伝えていく役割があるかと

こちらが、平成 26 年度の虐待通告数を区別に集
計しているグラフになります。川崎市内で川崎区が
423 件と、市内で一番多くなっています。
このグラフが、22 年から 25 年までの 19 歳以下
の出生数を区別にまとめたものになります。

思っています。医療機関からの説明の中で、分から

若年妊婦についても、川崎区は川崎市の中で一番

ないことがあればそれがどういうことなのか、保健

多いのが特徴となっています。母子手帳の交付時、
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「おたずね」というアンケートを実施して、若年妊
婦や気になる妊婦に関しては地区担当の保健師につ
なぐようにしています。その中でどこの医療機関に

たり、おっぱいやミルクを飲ませることができない
という状況もあります。
このような場合、医療機関から連絡が入ってきて

かかっているのかという情報もとっていますので、

初めて把握することになり、
出産直後から医療機関と

気になることがあればそこで医療機関とネットワー

ネットワークを組んで支援していく必要があります。

クを組むことになります。

具体的な話では、医療機関から妊婦検診未受診で

いろいろな問題を抱えた妊産婦と関わっていくわ

母子手帳も交付されない妊婦が自宅分娩後、病院に

けですが、出生前から医療機関や児童相談所の関係

運ばれたということがありました。病院からの情報

機関と連携が必要と判断された場合には、要保護児

と区役所内の情報収集から児童相談所へ通告を行っ

童対策協議会の枠組みで特定妊婦として把握して対

た上、医療機関、児童相談所、区役所でカンファレ

応しています。

ンスを重ねて情報整理、アセスメントを行い、地域

要保護児童対策協議会では守秘義務が課せられて
いるので、それぞれに課せられた守秘義務を超えて

の見守り体制を組んで自宅へ戻っていったという事
例もあります。

有効な情報の共有化が検討できます。特定妊婦とし

地域へ戻せるかどうか、見守り体制を組めるかど

て扱う場合、出生前からリスクの検討、役割分担に

うかを判断していく上で、医療機関からの情報はと

ついて個別支援会議を開いて検討していきます。

ても重要になります。また、保健師に見せている顔

個別支援会議では、「誰が」
・
「どのような時」
・
「ど

や情報と、医療機関に見せているものが違ったりす

のような判断」をしていくのか、具体的に協議をし

るので、情報すり合わせが必要となります。乳幼児

ています。

健診や予防接種がなかなか進まなかったり、体重が

児童家庭課の保健師や助産師は、妊娠出産関連で

増えなかったり、減少してしまうこともリスクにな

医療機関とよく連絡を行っています。ケースワー

ります。このような場合も子どもの発達を見守って

カーを通してやることもありますが、外来や病棟の

いくのですが、医療機関や区役所の関わりに拒否的

看護師、助産師と直接情報をやりとりすることも多

な場合は状況把握もできなくなってしまうので、医

いのが現状です。養育の問題だけでなく経済的な問

療機関と相談した上で児童相談所に通告を行い、児

題も多く、入院費が払えない、健康保険に加入して

童相談所が介入することで医療機関や区役所の支援

いないなどの他にも、外国籍も多いのでオーバース

を継続するようになることもあります。

テイなどの問題もあります。

特定妊婦や若年妊婦が多いという話をしました

虐待通告数が多く、ハイリスク層の多い状況があ

が、リスクのある妊産婦が多いので、川崎市では産

るので、
特定妊婦として管理していく数も多くなり、

科医療機関と早期からリスクを把握し、連携できる

出生前からの早期発見、医療機関と連携してフォ

ように支援が必要な妊産婦の情報を共有する妊娠

ローしていく必要があります。

期・周産期支援連携強化事業を実施しています。連

リスクを把握して医療機関と連携が必要な事例と

絡会を開催しておりますが、他にブロックで開催す

しましては、妊婦検診を受けないまま、飛び込み出

るブロック会議も行っており、川崎市７区を３つの

産となる場合があります。

ブロックに分けて実施しております。

生理不順だったり便秘がちで太っただけと思って

参加医療機関とつながることは早期の虐待予防に

いたなど、妊娠に気づかなかったと本人が言う場合

つながり、ハイリスク妊婦の早期発見につながりま

や、経済困窮、健康保険未加入、不法滞在などで病

す。分娩を行う産科医療機関との連携はしっかりで

院に行けなかったり、妊娠していることを誰にも相

きてきている印象があり、今後も推進していければ

談できないまま月日が過ぎてしまって出産を迎える

と思っております。

こともあります。

分娩を扱わない産科医療機関については、妊娠判

望まない妊娠であったり、出産後、赤ちゃんへな

定や人工妊娠中絶等で関わりを持っていることが考

かなか愛着が湧かず、泣いても赤ちゃんを抱っこで

えられます。今後は、分娩を扱わない産科医療機関

きなかったり、赤ちゃんのおむつをかえられなかっ

とも連携を深めていきたいと思っております。
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この事業を通して、産科医療機関と連携して妊娠、
出産、
子育てについて、
妊娠から子育てに至る期間、切

えていただきまして、企画をされた皆様方に深謝い
たします。

れ目なく支援できることを目的に実施しております。

私は医療機関の立場から、特に私どもは一応市立

保健師は日々、虐待予防の視点を持ちながら日常

病院で川崎の南部地区の中核病院という働きをさせ

業務を実施しております。
乳幼児期健診、育児支援事業、家庭訪問や面接場

ていただいているのですが、同時に地域の小児の一
次、二次救急も賄っているような比較的末端の医療

面などで、親の証言から虐待のリスクが高く、重症

機関でございますので、私は末端の医療機関から、

度も高いと判断した場合には児童相談所へ通告し、

本当に現場から、医療サイドからどんなことで悩ん

今後の方針について相談していきます。

でいるかということを本日は皆様に提示をして一緒

保健師は母に寄り添った相談関係を築くことに心

に考えさせていただければと思っております。

がけ、育児や母子関係、家族関係等で、母が悩んだ

本日私が提案したい問題は、先ほどから出ており

ときに SOS を出せる関係作りを目指し、信頼関係

ますようにやはり児童相談所への通告という問題が

を築きながら支援を行っています。医療機関や関係

あるのですが、
時に私ども医療者は医療ということを

機関とネットワークを組むことにより、
「予防接種

しなければいけないんですが、
その間に家族との関係

の受診時にこんな気になることがありました」とか、

というのがすごく大事なんですが、
その信頼関係を崩

「最近顔を出していないです」等、情報の共有がで
きます。情報共有することで、虐待の早期発見や育
児不安が増大する前に何らか支援が入るネットワー
クができ、連携の基盤となることができます。
今後も円滑な連携を進めていくために、電話や紙
面だけでなく連絡会や研修会を通してネットワーク

壊させてしまうような事例があるということです。
ちょっと御紹介させていただきたいと思います。
「本日の構成」ですが、まず私どものシステムを
ちょっと御紹介します。もしかすると、私どもシス
テム自体に何か問題があるのかもしれないという御
指摘をいただくかもしれないと思います。

を構築し、川崎市の虐待対応が向上するように予防

それから、実際にちょっと生々しい事例の紹介を

的な支援も含めて医療機関、関係機関との顔の見え

させていただいて、まだ私どもはこの問題について

る関係作りを心がけ、虐待対応、虐待予防に継続的

解決策を見出せないままに悩んでいるんですけれど

に関わっていきたいと思っております。

も、もしかするとチェックリストをうまく活用する

以上となります。御静聴どうもありがとうござい
ました。

と良いのではないかというアイデアを私が考えてい
るということを最後に申し述べ、つけ加えさせてい
ただきたいと思っております。

中山氏

今のお２人は行政の方から発表いただいた

んですけれども、これから医療機関のお立場で、虐
待対応についてお話いただきます。
まず、川崎病院の安藏先生の方からお願いいたし
ます。

２枚のスライドで、
当院のシステムを御紹介します。
当院も大体、他の医療機関と同様に平日用とそれ
から祝祭日、あるいは休日・夜間用という２通りの
バージョンを持っています。あとは、はやりのとい
うか、どこの文書にも書いてありますように、一応
児童虐待対策委員会という院内の委員会を設けまし

あんぞう

安藏 慎氏 皆様、こんに

て、決定は基本的にこの委員会が全て行うというシ

ちは。川崎市立川崎病院

ステムになっております。

の小児科で部長をしてお
あんぞう

あとは、他の医療機関のお出しになられているも

ります安藏慎と申します。

のとほとんど変わらないようなものですが、ここで

ちょっと珍しい名前なの

ちょっと御注目いただくのは、一応チェックリスト

で、憶えていただけると

というところに矢印はあるんですが、ここはまだ確

ありがたいと思います。

立されておりませんで、括弧になっております。

本日は、シンポジウムにお招きいただきましてあ

こちらは休日・夜間用で、休日・夜間の場合はう

りがとうございました。このような発表の機会を与

ちの病院もなかなかすぐに虐待委員会を招集という
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わけにはいきませんので、差し当たっては当直医の

りまして、大腿骨の骨幹部骨折で、折れ方とか折れ

中でも小児科の当直医と救急科の当直責任医です

場所もやや特徴的なんだそうです。私は整形外科で

ね。あとは夜勤師長、それから当院の場合は川崎の

はないのでよくわからないのですが、整形の先生は

南部地区という若干地域性がございまして、最近は

これはちょっと怪しいと見るなりおっしゃっていま

ほとんどなくなりましたが、かつて私が赴任する前

した。

は、結構医療施設を壊してしまうような患者さんも

よく話を聞いてみますと、実はこの子は２カ月前

多々いらっしゃったようでございますし、あとは職

にも骨が折れたんですということをその後から聞き

員が実際に殴られたりするケースもあったようで、

出しました。今度は左の上腕の骨で、これもやはり

最近では警察のOB の方に常駐していただいており

真ん中あたりだそうです。どうして折れたんですか

ます。

と聞くと、急に腕を動かさなくなったので整形外科

その方にも入っていただいてとりあえず相談とい
うことですが、私どももなるべく入院をお勧めする

の先生に診てもらった。そうしたら、最初は肘内障
と言われたということですね。

ようにしています。そうすると時間が稼げますし、い

それで、様子を見ていたんだけど、ちっとも動か

ろいろな状況が把握しやすくなるということ、それ

さないのがよくならないので別の整形の先生に診て

から何よりも子どもさんの保護ができるということ

もらった。レントゲンも撮ってもらったんだけれど

もあって、
できれば入院をしていただいてその後、対

も何も異常がないと言われて、とりあえず固定して

策を考えるということを勧めていますが、いろいろ

おきましょうねと言われてシーネで固定して、その

な理由で御帰宅をせざるを得ないような場合にも、

後フォローのレントゲンを撮ってみたら、どうもあ

なるべく翌日の受診をお勧めいただいて、私どもで

る部分から骨膜反応と言って、骨というのは何か変

フォローできるような体制を確保すると同時に、休

化があると再生過程でちょうど骨の膜のところ、表

み明けと同時に緊急で対策委員会を招集して対応を

面のところに変化が出てくるんですが、どうもその

検討するというようなシステムにしております。

反応があるというので、骨折線は明らかではなかっ

事例ですけれども、この方は４カ月の男の子で、
右の足を動かさない。それから、すごく泣いている
ということでお母さんが連れてこられました。

たけれども、どうもここが折れていたんじゃないか
と言われたというんですね。
そういうふうに思い出すと、これは父方のおばあ

お母さんのお話ですと、ちょうど前抱きというん

さんのお話だったんですけれども、お風呂に入れて

でしょうか、抱っこひもで抱っこしていて、お母さ

いてお母さんからおばあちゃんにバトンタッチをす

んがお兄ちゃんの保育園のお迎えに行ったときに

るときに、ぼきっと音がしたとおばあちゃんは言う

しゃがんで地面にひざをついたらしいんですが、そ

んですね。それで、別の機会におばあちゃんがいな

のあたりからどうも子どもが泣くようになったとい

いときにお母さんに話を聞くと、そんなことはあり

う御説明でした。

ませんでしたというふうにおっしゃっています。

いろいろ聞いてみると、成育歴の問題は今までな

この医療機関に２カ所、２カ月の子が骨折をした

さそうで、特に御両親もいとこ同士とか、そういう

ということでかかっているんですけれども、前院は

こともないですし、上のお兄ちゃんはお元気です。

骨折と診断していないのですが、２番目の医者は骨

それから、いろいろ聞いたんですけれども、御家族

折というふうに診断はしているんですけれども、い

の方、御親戚の方で骨が折れやすいとか、そういう

ずれもこの時点での児童相談所への通告はございま

方もいらっしゃらない。ちゃんと健診も受けて、予

せんでした。

防接種も受けていらして身なりも全く問題ないとい

先ほどご覧いただいたように大腿骨がぽっきり折

う方で、診察をしてみますと確かに右の太ももがす

れておりますので、この時期は手術というよりは私

ごく腫れていまして、触るとすごく泣くんですね。

を引っ張って骨がくっつくのを待つという治療をす

レントゲンを撮りますと、ご覧いただけますで

るそうで、牽引のためにこの子は入院しました。

しょうか。右の太ももの骨なのですが、ちょうど中

それで、整形外科の方からは最初の時点から受傷

心部のところで、すぱっと割いたように断裂してお

機転の説明と骨折の所見が合わないということを指
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摘されておりましたが、先ほども言いましたように

ました。

前にも骨折歴があるということで、もしかすると骨

後日談ですが、この子は実は４カ月後、生後８カ月

が折れやすい体質もあるんじゃないかということ

のときにまた骨折をしております。
このときの御説明

で、御存じかもしれませんが、骨形成不全症という

は、
布団を積んで遊ばせていたら転んでまた右の太も

骨が折れやすい体質の方がいらっしゃるんですね。

もの骨を折ってしまった。
詳細は分からないんですけ

そういう方ですと、通常考えられないようなこと

れども、
今度は私どもが紹介した高次医療機関に直接

でも折れることがありますので、我々も非常にそう

受診されたそうで、
そこで治療を受けているそうです

いう体質の存在の影響を注意深く見ながら様子を見

が、後日談ですが、やはりこのときもそちらの施設か

ていた。それから、御家族の対応とか、面会の様子

ら児童相談所の方に通告はいったそうです。

とかも、非常に注意深く見ていた。

ただ、この症例が本当に虐待だったのか、それと

当初、すぐに委員会を招集して通告をした方がと

も実際この子が軽症ではあるけれども、骨形成不全

いう意見もあったのですが、そういう可能性もある

症の症例なのかというのは私どもも把握しておりま

症例だということで、やはり慎重に情報を集めてか

せん。

らの方がよろしかろうということで、この時点で私

この症例で非常に私どもは印象的というか、悩ん

どもは入院されているということもありましたの

だのが、児童相談所の方が一時保護をなさった後に

で、すぐに通告をせずに、もう少し時期を見てから

御家族の方から非常にクレームを受けました。

委員会で決定をしようという方針にしました。

幾つかその生々しい言葉を本日は抜粋してきたん

それで、牽引中、特別なことはしていないんです

ですけれども、例えば親切そうな対応をしていたん

けれども、別に骨が折れたりすることはもちろんあ

だけど、陰では自分たちのことを疑っていたんで

りませんでした。

しょう。すごく腹が立ちますというふうに言われま

いよいよ退院が近くなりまして、院内の委員会を

した。それから、これは本当に真意かどうか分かり

招集しまして、やはり整形外科の方からその受傷機

ませんけれども、近所の整形の先生ですね、先ほど

転と骨折の様子の説明がつかないので、小児科サイ

の肘内障と診断された先生には「子どもは原因が分

ドからは何ら虐待を疑うようなものはなかったんで

からずに骨折していることがある」。それで、今度

すけれども、やはり疑いを否定できないという意見

のことを相談したら「それはひどい対応だ」と言わ

にまとまりまして、一応児童相談所の方に通告とい

れたというんですね。そうなのかなと、一方的な意

う形にさせていただきました。

見なので分かりませんけれども。

その後、この子は退院と同時に児童相談所の方が

それから、これも非常に響いた言葉ですが、最初

緊急一時保護という形で児童保護施設に収容されて

から疑っていたのならばどうして早く言ってくれな

いかれました。

かったのか。入院治療中ならば児童相談所に連れ去

御家族の希望で、高次医療機関でもう一度いわゆ
るセカンドオピニオンをやりたいということで御紹
介をさせていただきまして、私ども気がつかなかっ
たんですけれども、そこで Wormian bone と言って、
頭の骨に先ほど申し上げた骨形成不全症で割と特徴
的に見られる所見が見つかっております。
ただ、骨形成不全症以外でも Wormian bone を

られることがなく、身辺調査などできたでしょうと
言われました。
それから、先生は通告して連れ去られるのを知っ
ていたんでしょうと言われました。
こうなりますと、もう家族との信頼関係は全然だ
めですね。医療になりません。
こういう言葉の中から幾つか問題点があるんじゃ

既定する状態はあり得ますので、それだけでは確定

ないかと思うのですが、まず医療従事者も含めて、

ではないんですけれども、一応私どもがいただいた

これは開業の先生などのお言葉にもあるかもしれま

お返事では、骨形成不全症の可能性はありますとい

せんが、先ほどから徐々に日本でも児童虐待に対す

うようなことでした。

る認識が上がってきたとはいえ、まだまだ認識不足、

ただ、御家族が後から私どもの方にお話されたの

諸外国に比べると足りない点があるのではないか。

は、証明されたというふうな形でおっしゃられてい

ですから、もちろんやっていない人が疑われれば
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腹が立つのは当然だとは思いますが、状況的に今そ

を何とか診療側がキープできないか。時々あるんで

ういうことがあれば、ある程度そういうふうに疑わ

すけれども、チェックリストをすると、誰がこんな

れるのは仕方がないことかなと受けとめられる風潮

ものを作ったんだ、これはおかしいというようなこ

がないんですね。ですから、そのまま怒りとなって

とをおっしゃる方もいらっしゃるんですね。

しまうということです。

ですから、いろいろな機関で皆さんチェックリス

それから、医療機関は協力はもちろん惜しみなく

トをお持ちで活用されているという話を聞くのです

しますけれども、どうしても医療機関が通告という

が、なかなか独自のもので作ったチェックリストは

よりも家族を疑ってしまうということ自体、その時

こういう批判を免れないんですね。なので、皆さん

点で医療者が「敵」になってしまうんですね。我々

長寿番組のテレビドラマで御存じのように、ばっと

は、やはり医療を行う上ではできれば患者、家族の

権威ある者が出てきて、控えろと言うと、ははぁと

側に立って何とかサポートをしなければいけないは

ひれ伏すようなのが日本人は好きなんですね。

ずなのですが、敵になってしまうと家族は心を閉ざ

そういう程度の権威のあるチェックリストみたい

してしまいますので、そこの時点で医療が成り立た

なものがあると、ある程度今はこういうものでやら

なくなってしまう。これは、非常に医療側としては

ざるを得ないんですよというようなことを説明する

問題なんですね。

と、比較的受け入れてもらえないかなというふうに

それから、あとは情報のタイミングですね。通告

考えている。そのためには、できれば厚労省ですと

のタイミングですが、先ほど御家族の言葉にあった

か、県とか、あるいは市のレベルでも良いんですけ

ように、早く言ってほしかったというようなことも

れども、行政の方々を主体としたよう取組というも

あります。

のがもうちょっとあると、末端の医療機関としては

ただ、逆に受け持ち医からしますと、通告をする。
これはたとえ委員会の名で通告をしたにしても、病

非常にありがたいと思っております。
そういうことで、実際の事例を御説明しながら、

院が自分たちのことを疑っているということを家族

できれば医療機関としては子どもさんたち、あるい

が知った場合に、果たして今まで同様の患者、医者

は家族の方たちの側に立って診療行為を続けたいん

関係というのは築けるかどうか。多くの医者から、

ですけれども、その信頼関係を何とか壊さないでう

私は責任を持てません。担当を変えてくださいとい

まく児童相談所へ通告をする方法はないかなと迷っ

うのがありました。実際、現場ではこういうことで

ている次第でございます。御静聴ありがとうござい

悩んでおります。

ました。

なので、一つの解決策としては、何とか「機械的
に」そういう情報共有をできるような体制ができな

中山氏

いかどうか。それで、情報共有をした後でも、我々

井先生の方から御発表をいただきたいと思います。

次は、聖マリアンナ医科大学の法医学の向

医療者側はどちらかといえば患者側に立ってサポー
トすることを続けられないかということを今、悩ん

向井 敏二氏

でおります。

んにちは。聖マリアンナ

一つの解決策のヒントというか、今、私が考えて
いるのが、先ほど括弧で書いたチェックリストなん

皆さん、こ

医科大学の向井でござい
ます。

ですけれども、何とかこれをもうちょっと活用でき

ここにもございますよ

ないか。１つ目として、医療者側がある程度、判断

うに、聖マリアンナ医科

基準を統一させるということで、見逃しの防止とい

大学病院ではかれこれ 17

うこともそうなんですが、これはその判定した人、

年前、平成 11 年から虐待防止の委員会を設置して

発見した人、個人の判断ではなくて、割と公の一般

ございます。

的な常識だよという形で接することで、少し御家族

そこで、長年その委員長をさせていただいており

の個人への反感というのを防げるのではないか。そ

ます関係から、ここに書きました病院としてのお話

うすることによって、家族の「味方」としての立場

をさせて頂きますが、これは少しだけにして、むし
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ろ法医学の立場からのお話に重点を置いてお話しさ

期から、大きな医療機関では虐待防止委員会の設置

せていただこうと思います。

に向かいますが、小さな病院や開業医レベルでは当

よろしくお願いいたします。

然そうしたものの設置には至っていません。
そこにもってきて、パロマガス湯沸かし器事件や、
時津風部屋の力士の問題など、社会を賑わせた事件
を契機にして警察庁が近年に 42 件の犯罪死見逃し
があったことを報告するとともに、我が国の死因究
明制度の見直しに着手しました。
死因究明制度自体は国や自治体の予算不足、その
他諸々の理由から未だ改革途中の段階ではあります
が、それと合わせて児童の死亡例に関しても死後画
像診断（AI）について厚生労働省や日本医師会が
講習会などの開催を活発に行うなど、児童虐待につ

これは平成 25 年の虐待相談件数を単純に人口で
割った数字をお示ししたものですが、神奈川は大阪

いてようやく医療機関の中でも非常に注目されるよ
うになってきたということであります。

に次ぐ第２位という多さであり、このことからもこ

先ほどもお話しがありましたが、厚労省のデータ

ういったフォーラムで皆で検討していく必要が非常

によれば、医療機関からの児相への通告は最近まで

にあるんだなということを感じます。

ずっと４％ぐらいですね。

さて、児童虐待が臨床系医学会で学際的に取り上

一方、近隣知人からの通告率はぐんと増え、また

げられたのがいつごろかといいますと、ここに挙げ

警察に関しては子どもの目の前で DV 行為を行うこ

たように1946年というころで比較的最近のことです。

と（面前 DV）が子どもへの心理的虐待にあたると

欧米ではこれ以降児童虐待に対する意識がかなり

いう観点から警察からの通告が非常に増えている。

高まっていきました。しかし、この頃日本では異常

その他、福祉事務所、学校等は横ばい状態ですが、

なお母さんによるせっかん死的な、そういう捉えら

医療機関もずっと−低値で横ばいという状況です。

れ方であったようです。

先ほど出路さんからもお話がありましたように、

お聞きになったことがあるかもしれませんが、日

児相と医療機関と考え方のギャップについては詳し

本は地球上にあるすべての CT のうちかなりの割合

く御説明いただきましたが、基本は医師、教員という

を所有する CT 大国です。そのため、最初に虐待の

のが日ごろから限りなく正確な診断を求められてい

問題を意識し始めたのは救急の先生、あるいは脳外

る点も通告に至れない原因のひとつかもしれませ

の先生でした。

ん。この新聞記事にもありますように大方の先生方

その後、SIDS（乳幼児突然死症候群）、SBS（乳

は虐待に関心は持っている。

児揺さぶられ症候群）
、MSBP（代理人によるミュ

しかし、
判断に自信が持てないというのが大きな原

ンヒハウゼン症候群）といったものの存在が紹介さ

因であり、
また医療というのが受け身という立場であ

れる中で、要は故意による虐待によって死亡したの

るため、
ひとたび疑いのそぶりを見せれば外来にも来

か、もしくはアクシデントによる災害的な窒息なの

なくなってしまうという状況もあって、
１つは判断に

か、SIDS のような病的死亡なのか、この辺りを鑑

自信が持てない、
もうひとつは患者家族との関係をよ

別することの重要性が病院の医師達に意識されるよ

りよく保とうという思いからなかなか通告率が上が

うになってきたわけです。

らないのかなと思われるのです。

それに加え、平成 22 年の臓器移植法の改正によ

また当然ですが、学校や保育園、行政機関と異な

り、臓器の提供機関では、臓器を摘出しようとする

り、医療機関の場合には外来受診時の１回で診断を

お子さんが虐待を受けていなかったかどうかを確実

つけなければいけない、ゆっくりと何度もその異常

に確認するシステムがあることと、マニュアルが存

性を確認することが出来ないという点も、なかなか

在することが求められるようになりました。この時

通告率が上がらない原因ではないかと思われます。
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私 共 の 病 院 で は 平 成 11 年 に 虐 待 防 止 委 員 会

が非常に増加しています。これらの妊婦さんは実に

（MCAP）
を設置しました。医療機関には虐待によっ

多くの問題を抱えており、もしもこうした形で関与

て怪我をしたお子さんが受診するので、いわばこの

していなければ将来虐待に移行する可能性が高いと

機会は虐待を発見することの絶好のチャンスであ

想像されるケースが大変多いことに驚かされます。

り、ここで虐待を決して見逃してはいけないという

もう一つは、当初は児相が最初から介入している

思いからです。

ケースはさほど多くなかったのですが、最近は既に

しかし、現実には虐待か否かの鑑別というのはそ

児相さんが何等かの介入をしての受診という例が

う簡単ではなく、また、忙しく外来診療を行ってい

増えてきている点です。細かいデータですが、主た

る医療スタッフが、１回の受診だけで虐待診断し、

る診療科は小児科、脳外科、小児外科、形成外科、

さらには担当者一人の責任で通告をするということ

整形外科、といったように大変多岐にわたっており

は実際問題では極めて困難です。

ます。

そのため、責任を医療スタッフ一人に負わせず、

次に我々が虐待を疑った根拠ですが、これは当然

委員会を中心に病院の総力で診断し、病院の責任で

外傷が一番多いわけですが、看護師さん等が観察に

通報するという形をとる、これが MCAP 委員会の

よる親の言動の不審さ、そして年齢が進むと患児自

役割です。

らの訴えというのも結構な割合ございます。医療機

これは、各科病棟に置いてあります MCAP 委員

関ですので、虐待の種別的には身体的虐待にネグレ

会マニュアルの一部ですけれども、虐待を疑ったら

クトも加わったようなケースが大変多いようです。

委員会に届け出ることにしています。このマニュア

虐待発生の背景としては粗暴な養育者が少なくあ

ルの中にも虐待を疑う項目は挙げておりますが、項

りませんが、やはりなかなか難しいのは先天的な障

目を点数化してその合計点で虐待と判断するという

害がもともとあるお子さん、また最も対応に苦慮す

いうやり方は敢えてしないようにしております。合

るのは養育者の心身障害というケースです。

計点のみで判断すると虐待を見逃す危険にもつなが

虐待加害者については、やはり実母、実父、あ

るため、とにかく少しでも虐待が疑われたものにつ

るいは両親が多いのですが、中にはどうしても加

いては一旦は立ちどまって、そして MCAP 委員会

害者が特定しきれないケースもございます。私は

に通報してくれというのがこのシステムでありまし

MCAP 委員長を長年やってきていますが、うちの

て、ここには私の携帯電話の番号なども入っている

病院でも先ほどの安藏先生のお話のように虐待を

わけであります。

疑った医療者側が御家族から叱責されることもたま

平日と休日・夜間で分けますと、平日では担当医

にございます。

等からソーシャルワーカーに連絡が入ると、緊急で

そのような時、当院では委員長である私はなるべ

委員会が開催されます。一方、休日・夜間ですと先

く前面にでるようにしています。なぜならば、私自

ほど安藏先生のお話にもありましたように、まずは

身は臨床とは全く関係ないため、患者さんの信頼関

どうにかして入院をさせることに心掛けますが、こ

係維持をあまり意識せず対応しますので、養育者と

れが困難である場合には必ず次回の外来予約をと

しては知らない法医学の医者が急に出てきて、何か

る。最近では電子カルテの機能で Warning マーク

言っているぞという形にあえてするようにしており

をつけ、後日他科を受診した場合にも、前回虐待が

ます。

疑われたお子さんであることがすぐ分かるようにし
ています。

虐待を否認している養育者はお怒りになることも
少なくないですが、「私たちの病院はこの子の命を

MCAP 委員会での扱い件数ですが当初は児童虐

心配しているんですよ」という言い方で、先方がど

待だけ対象としておりましたが、その後、法律がど

んなに怒られてもそこは一歩も引かないようにして

んどんつけ加わり、現在は虐待に関連する DV、高

います。その結果、それまで否定していた養育者が

齢者虐待、そして特定妊婦さん、これら全てを当委

何となく泣き始めたり、真実を吐露したりという

員会が扱うようになっております。

ケースも少なくないような気がいたします。

最近、目立ったものとしては、特定妊婦のケース

本日来場の児相関係者の皆さんからすると何を勝
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手なことを言っているんだとお思いかもしれませ

法解剖に回っています。解剖にはいろいろな種類が

ん。これは、こうした活動をする中で、あくまでも

あり、その根拠法律も、刑事訴訟法で行う司法解剖、

私ども病院のいろいろな部署の人間に、児相に対し

死体解剖保存法で行う承諾解剖や行政解剖、そして

て言いたいことを言いなさいと言って書いてもらっ

２年前から施行された死因身元調査法による新法解

たものです。病院側は、こんなことを感じているの

剖と、とても覚え切れませんけれども、こういう種々

かという位でご覧いただければと思います。

の解剖によりお子さんの遺体に関しては娩出直後の

まず初めは通告した場合と、そうでない相談とい
うレベルのものとでは、児相サイドの対応に非常に

嬰児死体も含めてほぼ全例解剖されていると思われ
ます。

格差があるという点、また緊急度の認識に医療側と

それでも日本全国でみると、異状死体 17 万体の

の差があり、いざ通告をすると病院側の都合お構い

うち解剖で精査されているそのはわずか１割という

なしに一方的な対応をとられる場合がある。それか

ことであります。

ら児相ごとでの対応格差や担当ごとの力量差などが
目立つ場合があるということです。

虐待死の調査データを厚労省によるものと法医学
会によるものとで比較してみますと、厚労省のデー

また、一時保護委託期間としての入院の長期化の

タでは 15 年～ 23 年までの 9 年間で大体このような

問題もあります。
今や病院も通告逃げは許されない、

数字で、これだけみると調査時期は異なりますが

医療機関も一緒になって児童保護に協力しなければ

10 年間をまとめた法医学会の数字ともほぼ同じな

いけないことは重々分かってはいるのですが、一方

んですね。また、それらの年齢分布を見てみても、

では病院長から収益面からベッド回転率を上げるこ

０歳から各年齢でほぼ同じ数が示されています。と

とが至上命令でもある臨床各科としては、なかなか

ころが、０歳児だけを切り取ってみますと、厚労省

この辺りが難しいところでもあります。

のデータで沢山あがっているのに法医学会では嬰児

あとは、病院側は児相に多機関連携の中心的役割
を望むのですが、児相サイドからは「私どもとして
は現状でできることがない」等と言われてしまう

死体を児童虐待の枠組みに入れておりませんので、
このように０です。
一方、私達の印象として最も多い２カ月、３カ月、

と、病院側としても頼る先を失ってしまうというこ

４カ月では法医学会の方が数が明らかに多く、現在

ともあります。この 20 年位の児相の御尽力は我々

の厚労省による調査法では全てを拾いきれていない

病院でも十分分かってはいるのですが、やはり体制

ことが分かります。ですから、本日は厚労省の方も

をさらに充実化するためには児相職員の増員等を含

お見えですけれども、虐待死の検証作業においては

めた体制強化がやはり必要だということを感じてい

やはり警察庁等も巻き込んで全ケースを拾い上げる

ます。

ということが必要ではないかと私は感じております。

勝手な言い分ですが、病院側としてはそんなこと
を感じていることをご理解下さい。

これは、私ども法医学のスタッフが病院内で児童
の創傷診断を行っている写真です。日ごろ御遺体ば

この後は少しだけ法医学のお話をします。我が国

かりを扱っているので、生きたお子さんの傷を見る

には病院で病気で亡くなった方以外の普通の死に方

というのはなかなか不慣れでしたが、最近は少し慣

でない死体が１年間で 17 万体あります。これを異

れてきました。

状死体と呼びます。

これまでいろいろなケースをみさせて頂きました

これら異常死体に対する日本の死因究明システム

が、このケースは４歳、５歳、６歳と約３年間、虐

というのはこの一番上段、犯罪死体、変死体、非犯

待がずっと続き、その間、医療機関や福祉機関が幾

罪死体、警察がこの３つに区分するところから始ま

つも関与しており、虐待が強く疑われていたにも関

ります。

わらず最終的に 3 年間にわたり一時保護できず、私

犯罪死体は当然、ドラマ等でよく耳にする司法解
剖が行われます。

が拝見したときのお子さんの姿がこの様子でありま
した。

変死体というのは犯罪性があるかもしれない灰色

これは、継母による説明内容ですが、一つ一つ読

例で、その２万体のうち 7,000 〜 8,000 ぐらいが司

み上げることはしませんけれども、全くもって信じ
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がたい内容であります。また、入院施設を利用中、

が整ったとは言え、最終的な家族統合を考えればな

１日でも２日でも、施設に入所期間中は全く異常行

かなか難しいのもよく分かります。やはり保護する

動が確認されない。それでも、保護できなかったの

に当たっての強権行使に関しては DV とかストー

です。

カー防止法でも予防的な刑事介入が行われているの

私が拝見したときにはこのように全身傷だらけの
状態でした。
これはヒモで縛られた痕であります。
これは違うお子さんですけれども、
保護前にこんな
に弱った顔だった男の子が、
たった 2 ヶ月保護された
だけでこんなに男の子らしい立派な顔になります。

と同様に、警察が何等かの形でもっと介入するシス
テムが必要ではないかと思います。
警察介入のもう一つのメリットとしては、やはり
児相ですと犯人捜しが本文ではありませんので、加
害者が特定されないことも無理はありません。
しかし、そこを詰め切れない調査ですと、やはり

皆さんは御承知と思いますが、虐待というのは放

本当の意味で加害者である親の反省というのは得ら

置すれば長期化し、そしてさらに重篤化します。で

れ難いのではないかと私は思っています。親が自ら

すから、福祉機関はどうしても専門家の御意見を根

の加害行為をしっかりと認め、そこに反省悔悟の念

拠として保護したいと思うわけですよね。

を持つこと、これが家族再統合の第一歩ではないか

しかし、
医療機関はというとよく言えば慎重、悪く

と私は個人的には思っています。

言えば消極的になってしまう。やはり専門家がしっ

最後になりますが、医療人としてはまず虐待疑う

かりと診断をしてあげることがどれ程重要かを痛感

姿勢、そして疑ったら立ち止まること、そして医療

しています。

機関としては医療者個人に責任を負わせないシステ

これは某市で発生した５歳の女の子の虐待死例で

ムを持つこと。そして、いざという時、関係機関が

す。
決して行政の対応を批判しているわけではありま

連携をとれるようなフェース・トゥー・フェースで

せんが、
私も含めて反省する点が多い事例だったと思

の話し合いを日ごろから持つこと。こういうことが、

います。最終的には、このお子さんはおなかを殴られ

やはり重要なのだろうと思います。

て十二指腸破裂による腹膜炎で亡くなりました。

いずれにして、良心に従って、私ども法医学者で

これはヒモで縛られた跡ですね。これは恐らく煙

すとどうしてもこういう表現になってしまうのです

草の押し付けによるやけどです。これはおなかを殴

が、「命を最優先する姿勢」こそが、虐待対応には

られた跡です。これは後で知ったことですが、実は

不可欠ではないかと思う次第です。

福祉がこの子が４カ月のときからずっと関わっては
いたんですね。しかし、最終的にご家庭が全員風邪

以上で終わりたいと思います。御静聴ありがとう
ございます。

と偽り面会拒否、籠城されてしまって救い出すこと
ができなかった。こういうことが二度と発生しない

中山氏

ようにするためには、専門家が早期に診断をするこ

いただいている行政、医療機関だったんですけれど

とが重要と思われ、傷を診ることの専門家である私

も、横浜市の方でこのような医療機関に取り組まれ

達法医学者が院内や地域における創傷診断に何か関

ている佐藤先生の方から御発表いただきたいと思い

われないかと思っているわけです。

ます。

本日のテーマでもある地域医療機関との連携構築

最後に、今までは川崎市の方で仕事をして

それでは、よろしくお願いいたします。

ですとか、あるいは診断事項をしっかりと書類で作
成すること、また先程少し触れました厚労省による

佐藤 明弘氏

虐待死の検証作業への協力等、色々と協力できるこ

願いします。

とがあるのかなと考えております。

よろしくお

ちょっと時間が押して

私は児童虐待の初期段階からの警察介入が必要だ

いるようなので、少し早

と思っています。先ほど医療機関のお立場から安藏

口になってしまって申し

先生がお話されましたが福祉も医療機関も、基本は

訳ないんですけれども、

家族支援というお立場ですので、各種強権発動手段

私は横浜市立市民病院の
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小児科の佐藤と申します。
本日は、横浜市児童虐待防止医療ネットワークと
いう立場からお話させていただきます。

集約化と 24 時間体制の小児救急医療を提供する。
こちらが、2007 年から行われております。こちら
の病院ですけれども。

要旨というか、本日お話ししたいのは、児童虐待

分布はこのような形で、オレンジのローマ字が小

に対応していく上では垣根のない強固な協力体制が

児救急拠点病院、３次施設がこのブルーのローマ字

必要であります。

になっています。大体、１医療圏内に２～３個ずつ

あとは、標準化された医療連携が重要である。

小児救急拠点病院が点在している状態です。

医療は社会の一員として貢献していく責務がある。

拠点病院の目的というか、こちらは 24 時間体制

横浜市内でも児童虐待の現状というのは増えて

で救急車を受け入れて救急体制を確立しましょう。

いっておりまして、これは古いデータですけれども、

集約化ということで、11 人以上の小児科医は必ず

平成 24 年には 2,300 件を超えてきています。

いさせましょう。それで、拠点病院間の連携という

先ほどもありました医療機関では４％とおっ
しゃっていたんですけれども、横浜では平成 20 年
のデータで申し訳ないですが、５％となっています。

形で満床時などはスムーズな転院、得意分野は連携
していきましょう。
私の市民病院の場合は感染病棟を持っていますの

全部の対応件数が増えているので、だんだん医療機

で、2009 年のインフルエンザなど、新型インフル

関でも発見、対応していくケースが増えていってい

エンザのときはかなり患者さんが来たんですけれど

るんだとは思っています。

も、東部病院さんは消化器が専門だとか、いろいろ

横浜市は川崎の下にあるこのぐらいの土地ですけ

と連携をし合っているつもりです。

れども、神奈川県東部に位置する県内最大の政令指

それで、拠点病院の若手医師、後期研修医や初期

定都市で人口は 370 万人、15 歳未満は 47 万人とい

研修医に対する勉強会を年に数回行って、一応拠点

う形で 18 区で構成されています。

病院間で垣根をなくした協力体制を構築していきま

医療圏は、３つに分けられています。北部、西部、

しょうということでやっております。どうしても大

南部という形で分かれていまして、ここを４つの児

きい病院は、大学病院からの派遣がやはり多くあり

童相談所が管轄しております。

ます。横浜でも４大学、５大学ぐらいを関連病院と

人口分布ですけれども、北部がちょっと多くて

して持っていますので、その垣根をなくさないと協

150 万人、西部、南部とも 100 万人ぐらいはいると

力体制はできないでしょうということで、このよう

いう形で、本日は川崎市のセッションですので川崎

な形でやらせていただいています。

の様子ですが、間違っていたら申し訳ないんですけ

それで、ネットワークの話にいきますけれども、

れども、川崎は 146 万人、そのうちの 18.9 万人が

児童虐待に対しても拠点病院を使いましょうよとい

15 歳未満ということで、我々の１医療区域と同じ

うことで始まりました。拠点病院、小児救急拠点病

くらいの面積規模かと思っております。

院プラス３次施設、大学病院さんと子ども医療セン

横浜市の虐待のことをお話する前に、我々小児救

ターさん、合わせて 11 施設で行っております。そ

急体制を作ったことで、そこから児童虐待のネット

こから小児科医だけではなくて精神科医、看護師、

ワークに発展したということで、そちらのお話を

メディカルソーシャルワーカーなどが参加している

ちょっとさせていただきます。

のと、４つの児童相談所の方々、あとは横浜市の方々

救急体制は１次救急、２次、３次と分かれていま

と一緒にネットワークを作っております。

すが、２次施設の中でも昔は輪番制をしいて救急体

これは、第１回目の風景です。

制を使っていたんですけれども、小児科医の減少と

我々のネットワークも、そんなに歴史はありませ

いうことで集約化をしなければいけない。ほとんど

ん。平成 25 年、２年ほど前に発足したまだまだ幼

輪番体制が崩壊してしまったので、横浜市の中では

弱なネットワークであります。

小児救急拠点病院というのを７施設設けました。こ

何をやっているかといいますと、年３回定例会を

ちらで、救急車を必ず 365 日引き受けましょうとい

開いているというのがやっている内容なんですけれ

う形でやっております。

ども、各医療機関の現状をまず把握しましょう。知
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識の共有をして、事例検討をしていきましょう。ご
く当たり前のことしかやっておりません。

これは学会で報告して報道もされたケースですけ
れども、頭蓋内出血に関わらず眼底検査は全然して

ただ、こちらはどちらかというと医者がメインで

いませんでしたとか、している病院は確実にしてい

やっているような感じの定例会なんですけれども、

るんですけれども、していない病院はたくさんあり

同時に同日に定例会の前にメディカルソーシャル

ましたというふうに、医者の対応自体もばらばらで

ワーカーの方々を中心に情報交換会をしていただい

あります。

ています。どちらかというと、社会的なことはそち

そういうものを標準化して、標準化することを

らで話し合っていただいて、やはりそちらでの連携

ネットワークとしてやっていきましょうという活動

をとっていただいて医療としての、医者としての事

をしております。

例を共有したいということを定例会でやっていると

「知識の共有化」の事例検討ではなくて、定例会

いうことで、両方やっているつもりです。それで、

で勉強会をしていることに関しては、このような

現状の問題点を確認して共通した対応、標準化をし

方々に協力していただいています。山田不二子先生

ていきましょう。

というのは、虐待でかなり有名な先生です。溝口先

やはりこれを１年、２年やっていくと、各施設で

生、仙田先生も御高名な先生で、金井先生は横浜市

レベルが全然違います。もう 10 年以上の CPT が

の中央児童相談所という形で、医者側からも仙田先

存在する病院もあれば、まだまだ幼弱な院内体制し

生はネットワークの先駆者です。あとは、中央児童

かできていないところもあるので、それを何しろ標

相談所、児相からの意見もいただいております。

準化して我々は拠点病院間では同じ対応をしていき
ましょう。そこからスタートしております。

今月また定例会があるんですけれども、今月は警
察の方にお話をいただく形になっております。

同じようなことが書いてありますけれども、全て

「事例検討」に関しては、皆さん方、安藏先生も

の拠点病院が協力していくことが重要と考えており

大変なケースをお話されていたんですけれども、う

ます。一施設が中心になって、代表者があれをやっ

ちの横浜市でもやはり同じようなケースで前回の定

てください、これをやってくださいというのではな

例会で問題になっています。病院の対応と児童相談

くて、全ての施設から世話人を出していただく。そ

所の対応があまりにもギャップがあって、スピード

れで、その世話人は１年ごとに変わりましょう。偏

感が違う。それを医者側から文句を言うだけではな

りがないネットワークを作っていきましょうという

くて、児童相談所の方々がどう考えているかという

ことを実践しております。

ことを、先ほどの大きい会議の中で建設的に話し

こちらに関しては、同名のネットワーク事業が厚
生労働省の方から推奨されていますけれども、そち

合っていきましょうと、そういうものを目的に事例
検討をしております。

らとしてではなくてやっております。どうしても厚

ただ、やはり見ているとどうしても医者の力が強

労省の推奨しているものは一施設が事業化するとい

いみたいで、医者はちょっとわがままなところもあ

う形になっておりますので、そちらで補助金が下り

ると思うので、言うのは医者側からで、どうしても

たりというのはあるんですけれども、我々のその目

児童相談所の方々の御意見というのをなかなか救い

的が全ての拠点病院が協力しましょうという形です

上げられないという問題点はあると思っています。

ので、それとは別に形成しております。

ここら辺は、我々も少し考えていかなければいけな

「各医療機関の現状把握」をしていく上で、その
CPT の体制活動状況の確認をしたり、コメディカ

いかと思っております。
このような形で１年間経過したんですけれども、

ル、各診療科の周知の状況や対応件数の把握などを

昨年のちょうど１年前に１年間経過して、ただの勉

して、院内体制の構築や確認をしております。

強会になってはいけないんじゃないかということ

例えばこちらですけれども、各施設の調査をして

で、今後の問題点を少し洗い出しましょう。１年前

市内の虐待対応状況の分析をしたケースがあるんで

の段階では、社会との連携があまりないんじゃない

すが、２歳未満の頭蓋内出血死症例に対する対応な

ですか。学校だとか、警察だとか、そういう連携が

どもかなり違っておりました。

あまりにも少ないですし、あとは事例検討の際の情
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報の秘匿化、やはり皆さんがおっしゃっていたよう

の区や、地域ごとの要対協には各施設、我々の病院

にデリケートな情報ですので、そういう問題はどう

も出向いて症例を少しお話する、またはお聞きする

していくか。

ような内容はあったんですけれども、全体としての

あとは小児科以外の診療科、救急はもちろんです
けれども、皮膚科さんや、精神科さんや、整形外科
さんや、いろいろな科にこういう患者さんがいらっ
しゃると思うのですが、そういうところでの周知の

代表者会議の中に入れていただいて、より我々も責
任を持ってやっていきたいと考えております。
多機関連携体制の構築を、まずその第一歩として
ここに入れていただきました。

必要性ですね。我々小児科医はある程度念頭にある

これは「公開研修会」ということで、ちょっと雑

んですけれども、他の科では、これはただのけがだ

多な話で申し訳ないんですけれども、我々がやった

よねというふうに素通りされるケースがあると思い

内容を順序立てて書いてあります。

ますので、そういう周知も必要ですし、診療所との

公開研修会、北九州市の市川先生という御高名な

連携・協力体制というのはほとんどないような状態

先生に今年の３月に来ていただきました。来ていた

だと思います。

だいた理由は、公開研修会とはいっても一般の方々

診療所さんにも情報提供をしたい。病院、児童相

向けではなくて医療関係の方、拠点病院の人間はも

談所との連携、先ほど言った意見の相違、ギャップ

ちろんですが、医師会の診療所レベルの先生方もた

をどう埋めていくかという話し合いの場も作らなけ

くさん来ていただきたかったですし、科も歯科、精

ればいけないですし、あとは発見するためのスク

神科、産婦人科医に声を掛けました。

リーニングの状況・対応の相違、こちらは安藏先生

それで、本当は横浜市、神奈川県内の周知だけだっ

もその権威ある機関からのチェックリストが必要と

たんですけれども、東京の法医学の先生にも来てい

おっしゃっていたんですけれども、そういうスク

ただいたり、そういう形でいろいろな方々に情報を

リーニング方法も標準化しなくてはいけないんじゃ

発信して、我々の存在をまず知っていただきたい。

ないですか。さらなるシステム構築が必要というこ

知っていただくことで、診療所と我々もネットワー

とで、１年前からまた活動しております。

クを作りたいんです。そういうネットワークをこれ

一番上の社会との連携、情報の秘匿化の問題です
けれども、
まずやったのは皆さん方と同じで要対協、

からどんどん成熟させていきたいという意味で、研
修会を開いています。

要保護児童対策地域協議会に入れていただきまし

これは医者だけではなくて、科も超えて多職種連

た。
その代表者会議に入れていただいて医療以外、教

携体制を構築していっているつもりでございます。

育・子ども支援施設などとの連携を模索しています。

「医療機関での児童虐待の気づき」として、スク

私たちが入る前に医療は入っているんですけれど

リーニング体制をとっているかどうかですけれど

も、やはり医師会レベル、小児科医会、医師会、あ

も、夏までに先ほどおっしゃっていたチェックリス

とは精神科医会の先生方は入られていたんですが、

ト、いわゆるリスクアセスメントシートを使ってい

重症患者が来る場というのはどうしても我々は総合

る施設は、先ほどの 11 施設の中で３施設しかなかっ

病院なので、その拠点病院としての連携をとりたい

たです。

ということで入れていただきました。それで、情報

それで、３施設は結構前からそういうものに当

の秘匿化にもつながっております。総合病院での状

たっていたので、その使い方も慣れていて病院全体

況の報告をさせていただいているところです。

でそういうふうなシステムがもうできている状態

このように脇固めをしましょう。
社会とつながりを

だったんですけれども、できていない病院というの

作って貢献をしていきたいと考えております。
こうい

はやはり救急の先生や救急の看護師さんが困ってい

う脇固めをすることで各施設のモチベーションを向

らっしゃる。もしくは、そういう意識的なものが全

上していただいて、
その施設だけでやっているんじゃ

然ないという要因も多くありましたので、そういう

ないよ。
社会とともに児童虐待に向き合いましょうよ

先生方から何しろ統一したものを作ってほしいとい

というメッセージにもなっていると思います。

う要望がありました。

これは横浜の要対協の図ですけれども、地域ごと
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ちょっと共通するものじゃないかと思うんですけれ

それで、ネットワークの下部組織として部会を幾

ども、ただ、チェックリスト自体は全員に周知する

つか設置したい。先ほどから言っている標準化部会、

という目的もあると思うんです。発見するというだ

一定した対応をどの場面でもやっていく。それは医

けではなくて周知の目的もあると思うので、現在作

療機関内の問題だけではなくて児童相談所とのやり

成してやり始めたところであります。

とりもそうですし、区とのやりとりもそうですし、

作成に当たっては、小児救急看護認定看護師が横

特定妊婦の話もそうですし、全てに対して標準化し

浜市内にも数人おりますので、その方々が中心に

たやりとりができるような部会を作りたいというこ

作っております。

とでアセスメントツール、社会との連携を推進して

これは皆さんの方には入っていないんですけれど
も、本当に始めたばかりでまだまだ全然の状態で、

いく。
調査研究することで、実態把握も必要でしょうと

今度の定例会でその状況を聞くという段階ですの

いうことでそういう部会だとか、メディカルソー

で、まだまだ問題点があると思っています。

シャルワーカーの方々の部会なども作っていきた

これも、周知して多職種で連携体制を構築してい
く一つのツールだと思います。

い。これは、まだあるわけではないです。今後、やっ
ていかなければいけないというものです。あとは、

これは、先ほども出されていた厚生労働省のホー

先ほどの公開研修会を定例化して皆さんに情報を発

ムページからとったんですけれども、児童虐待防止

信することで我々を知っていただいて、ネットワー

医療ネットワーク事業の手引きです。

クに参加していただくことが必要かと思って活動し

今お話しした３つの体制が実は書いてあるのかな
と思って出したんですけれども、院内体制の構築、

ております。
標準化の推進、今後の問題ですけれども、この辺

地域の医療ネットワークの拡大、多機関多職種の連

は当たり前のことしか書いていないんですが、デー

携体制を構築、これは私は知ってやっていたわけで

タの収集や専門性の高い人材を育成してツールを

はないです。ただ、やはりやっていく上でこの３つ

作ったり、いろいろとありますが、ここで専門性の

が主になってくるのかなと思います。それを地域ご

高い人材の育成ですけれども、我々は医療機関向け

とで、横浜市は横浜市のやり方で合わせていったと

の弱体対応プログラムというものに３名ほど受講し

いう形です。

ております。

この１年で今までのことをやっていったんですけ

これは宣伝するわけではないですが、先ほどの溝

れども、プラス勉強会としての集まりではなくて

口先生や仙田先生が作っていらっしゃる会なんです

しっかりとした基盤を作りましょうということで、

けれども、CPT のメンバーなのか、それとも全て

我々はそれまで１年半ほど規約のない状態で雑多な

の医療関係者なのか、その上の立場のリーダー的な

会としてやっていたのですが、しっかりとした規約

立場の人なのか、その３段階に分かれてプログラム

を作ることもこれからのネットワーク活動には必要

されていて、それの講習会があります。

ではないか。

こういう形で、いろいろな専門性を持った人間が
ネットワークを引っ張っていかなくちゃいけないか
と思って３名ほど研修を受けていただいたという
か、自主的に受けていただいていたんですけれども、
そういう方々もいらっしゃいます。
「性虐待の対応」というのが一番下にあるのです
が、これもネットワークが作ったわけではないです。
これは、うちの児童相談所の方々が積極的にやって
いただいていることをちょっと御紹介しているんで
すけれども、性虐待は御存じのとおり、受けた当時
ではなくてそれから問診され、いろいろな方々に聞
かれることで二次的な被害を起こすでしょう。
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フラッシュバックに遭って、二次被害に遭う。

やすかった状況ですけれども、今、さらなる連携を

それをどうにか解消しなければいけないというこ

模索しているところでございます。

とで、
欧米では司法面接士が一手に引き受けてやって
いきましょうという対応をとっている州もあります。

当たり前の話しかしておりませんので申し訳ない
のですが、以上でございます。

これを横浜市でもどうにかできないかということ
で、標準化の試みを行っております。

中山氏

佐藤先生、ありがとうございました。

まずは、性虐待に対する児童の診察を一元化しま

それでは、この企画に携わりましたので、本日の

しょう。先ほどの山田不二子先生が主催しているセ

話も踏まえて感じたことを少しだけ述べさせていた

ミナーというか、この診察トレーニングを受講した

だきます。

医者が診察を実施しましょう。ですので、発見した

横浜市さんの取組は佐藤先生から御紹介ありまし

らまず児童相談所に連絡を入れて、詳しい問診だと

たけれども、そのようなお話を伺って、隣の川崎市

かはそちらの先生方にお任せしましょう。それで、

としてもやはり同様の状況にある取り組み取組が必

診察のポイントや検査内容、記録方法などを標準化

要だという認識はありまして、何かきっかけをつく

して、やはりデリケートな問題で後々、フラッシュ

作りたい。そのような動きの中で、今年度こういう

バックもありますけれども、証拠として残さなけれ

フォーラムも企画されたということで、川崎市はこ

ばいけないという問題もありますので、標準化はし

のような企画をいたしました。

たいので再体験を最小限にとどめたいということで
やっております。
あとは連携の底上げですけれども、ネットワーク
の拡充、これはご覧のとおりです。

それで、本日はなるべく多職種というか、幅広く
いろいろな職場の職種の人、それから横浜市さんの
取組も聞きたいなと、やや欲張り過ぎたかなと。非
常に立場の違う、幅の広い膨大な情報量で充実した

社会との連携ですけれども、精神科で小児科医が

会ではあったかと思います。恐らく、医療機関はそ

中心としてやっていますので、それだけではなくて

うなんだ、児童相談所はこういう立場でこう感じて

精神科の先生にも、お母さんを見ていてもその裏に

いるんだと、そういうふうに感じられた方も多いの

お子さんがいる。そのお子さんがいることを意識し

ではないでしょうか。

ながら診療していただきたい。または、産科での育

川崎市としてもこれで勉強したということではな

児相談も特定妊婦の問題があったり、あとは不登校

く、課題を各パネリストからいただいておりますの

児の中にも虐待症例がありますよ。

で、何らかの形で川崎市という自治体としてこの連

それで、この裏には必ず社会がつながっていると

携について取組を継続して進めていきたいと考えて

思います。学校だとか、区の保健師さんだとか、い

おりますが、改めてその思いを強くさせていただい

ろいろな方がつながっているので、社会と連携すべ

た貴重な機会だったと思います。

き患者さん、家族をいかにスクリーニングして取り

本日はパネリストの方、お忙しい中、すごく充実

上げて連携していくかという問題もあると思いま

した発表を御準備いただきまして大変ありがとうご

す。まだ、ここら辺は全然タッチできていない状態

ざいました。それから、御参加の方も狭い中、熱心

です。

に聞いていただきまして感謝申し上げます。

最後に、まだネットワークを立ち上げて２年です

それでは、大体時間にもなりましたので、これで

が、ただ、ネットワークの基礎として小児救急で使

この分科会を終わりたいと思います。

われたネットワークがあったので、我々は導入がし

どうもありがとうございました。

74

