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白崎 俊一郎氏　コーディ
ネーターを務めさせてい
ただきます白崎と申しま
す。よろしくお願いいた
します。

それでは、パネリスト
の先生方の発表に移らせ
ていただきます。まず始めに、友田先生、よろしく
お願いいたします。

友田 明美氏　改めまし
て、ご挨拶申し上げます。
福井大学にあります子ど
ものこころの発達研究セ
ンター、そちらで研究を
しながら、先程ご紹介に
あずかりました子どもの
こころ診療部で医師として被虐待児、それから様々
なご家庭のお母さん方と臨床の場面で色々、私自身
が学ばせていただいている身分でございます。医師
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パ ネ リ ス ト

虐待の子どもへの影響
～医療的観点から～
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として、今日は虐待の子どもへの影響を医療的観点、
それから福井に参りまして色々分かってまいりまし
たそういう愛着、アタッチメントですね。午前の基
調講演で遠藤先生が強調しておられましたアタッチ
メント形成の障害があるようなお子さんに、どうい
った脳の問題が機能的に出てきているのか。そうい
ったものをご紹介して、私が昨今憂慮しております
１つのエビデンスもご紹介できれば良いかなと思っ
ております。

実は 1990 年代に 1,000 人以上の赤ちゃんをずっ
と生涯、生まれた時から亡くなるまで人生の展望と
いうのを見たコホート研究があります。それは、ア
メリカ疾病予防管理センターで大変な労力を使って
行った研究です。

そうしますと、虐待、この場合はネグレクトも入っ
ていますが、様々な虐待やネグレクト体験が健康や
命に及ぼすメカニズムが分かってきました。小さい
時期にそういう被虐待体験を受けて、心的な外傷、
つまりトラウマができますと、ある時期に早い時期
に神経発達が混乱して、そして社会的な障害、先程
遠藤先生のお話にもありました、色んな愛着の問題
も含めました情緒的な障害、そして IQ を含めまし
た認知障害が出てまいります。そして、ある時期か
ら間違いなく出てくるのは、医学的に申しますと健
康を害するような行動による順応です。

去年、京都で小学校６年生の男の子が大麻を吸っ
ていたという報道がございましたけど、これは数多
い例の一つでございまして、そういう健康に害する
ような、使ってはいけない薬物に手を出してしまう。
そして、それから逃れられなくなったら、薬物依存
症、恐ろしい今度は悪の連鎖にはまっていきます。

心の病、それから生活に適応できません。社会に
適応できませんので、生活にも困窮しまして、生活
保護司を必要とするような成人になっていく。そし
て、社会不適応から招く様々な、脳機能だけでは
なくて、免疫機能、それから代謝ですね。遺伝の
DNA の読み取り、それから転写にも影響があると
いう。そうしますと、何と早死にしてしまうと。80
歳以上まで生きられる人生の寿命が、60 代で幕を
閉じてしまうという。心疾患や肺がんにも関わるリ
スクが生涯３倍にも高まるという、こういったデー
タも分かってきまして、大変恐ろしい虐待やネグレ
クト体験というのは予防すべきであろうと。それは

誰だって分かると思います。でも、そこに科学的な
相違がないと介入の余地がありません。そこを私ど
もの福井大学で研究を担っているのだろうというふ
うに自負をしております。

本人のみならず、家族にもこの虐待の影響という
のは苦しみを与えます。何度も申しますが、心の病
になります。鬱病が一番多いです。そして、先程使っ
てはいけない薬物、非合法薬物、アルコールもそう
です。そういう薬物依存症になっていきます。

PTSD（心的外傷後ストレス障害）、もう何年も
経って虐待の現場から引き離された後も恐ろしいそ
ういう虐待を受けた時の光景がまざまざとよみが
えってくる。フラッシュバックといった症状で本人
も苦しみますし、統合失調症、これは早く発症して、
多重診断と申しまして、色んな他の合併症を来して
しまう、そういうことも分かってまいりました。

そして、様々な人格障害ですね。解離と申しまし
て人格が変わってしまう。もう自分がやったことで
はないことをまた別の人格がやってしまう。まった
く覚えていない。意識や記憶が飛んでしまうような
体験。それから、ボーダーラインと申しまして、白
か黒かでしか結論がつけられない、折り合いがつけ
られないといった人格障害を招いたりします。

そういう心の病になりますと、ずっと病院通い。
これが子ども時代や青年期だけではなくて、成人に
達してもきちっとした治療がなされないと老年期ま
で行ってしまうということも分かりました。

また、虐待の被害者は、先程のように本人や家族
だけではありません。社会に影響を与えます。何故
かと申しますと、ご存じだと思いますが、2013 年
だけでも児童虐待によって生じた社会的な経費や損
失は、日本の経済をむしばんでおります。何と１兆
6,000 億円、こんなふうに関わってしまいます。そ
して、医療費をむしばみます。先程申しましたよう
に、生活保護費をむしばみます。ひいては日本の経
済の悪化を招きます。

そして、被虐待のお子さんたちは、先程もお話が
あったように二重三重のトラウマ体験を経験します
し、いじめの加害者にもなります。皆さんのお子さ
んが学校でそういったお子さんたちにいじめられ
て、本当はあってはならないのですが、心の傷を作っ
てしまうこともあります。結局、色んな子ども虐待
をこの世の中にはびこませることによって、社会に
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大きなしっぺ返しが来るということを忘れていただ
きたくはない。

実際、児童虐待がなくなると、大人になった後に
精神疾患になるというのも数多くの報告がありま
す。特に Dube とか Anda ですね。

実は、児童虐待がなくなると鬱病の 54％がなく
なる。そして、依存症の 65％、物質乱用の 50％、
自殺企図の 67％。静脈注射の薬物乱用は 80％近く
落ちる。ひいては、医療費の削減にもつながるとい
うことが分かってまいりまして、私は色んな機会が
ある度にこのスライドを出しまして、このスライド
１枚だけでも安倍総理に見てほしいと申しました
ら、去年、厚労省の児童虐待防止対策推進室長さん
に見ていただいて、びっくりしたとおっしゃってい
ただきました。

そういう中で、今日午前の基調講演から、アタッ
チメントですね。私たちは簡単に愛着と申しますけ
ど、アタッチメント障害、愛着障害ということで今
日はまとめさせていただきます。不適切な養育を幼
少期に受けると、この愛着障害を引き起こすことが
分かってまいりました。

繰り返しになりますが、家庭で養育者がこういう
ふうに日常的に怒鳴ったり、がみがみいつも暴言を
浴びせたり、それから激しい体罰、もうエスカレー
トする体罰をずっと繰り返していますと、親がいな
くなっても、出かけても後追いもしない。悲しみも
しない。すがってもいかない。それから、親が戻っ
てきても喜びもしない。駆け寄ってもいかない。きょ
とんとしている。これは、港であるべき親が安全基
地という機能を果たしていない。そうすると、船で
ある子どもが外の海に出ていこうとする時に、もし
かしたら嵐に遭うかもしれない。また、エンジント
ラブルがあって戻ってこなくてはいけない時に、安
全基地が果たしてないと色んな問題行動を起こしま
す。これが愛着形成の障害です。不安定な愛着がで
き上がってしまいます。これは、私は愛着形成障害
はもうスペクトラムだと感じております。日常の臨
床の現場で大なり小なり、この愛着の問題があるか
ら様々な発達の問題を呈してきます。

教科書的に愛着障害は５歳以前の養育者との異常
な関係と言いますが、この愛着の再形成をはばんだ
り、ちゃんとした愛着の形成を上手く運んであげな
いと、ずっとこの症状が続く訳です。衝動や怒りの

コントロールが上手くできないということは遠藤先
生もおっしゃっておりましたし、多動性行動障害の
症状が出る。

それは子どものそういう被虐待、それから色んな
行政福祉に関わっている方々、特に学校の現場の先
生方が一番身に染みておられる症状だと思います。
内向きに出ますと他人に対して無関心かと思います
と、用心深くて近寄らない。いらいらしやすくて勉
強に集中できません。成績も落ちます。そして、外
向きに出ますと、多動、落ち着きがありません。友
達のトラブルが多く、けんかが絶えません。そうし
ますと、人見知りがむしろない。こういう人と人と
の距離感が保てないような症状まで医療的にも無視
できないようなレベルまで出てまいります。

実は、この RAD（反応性アタッチメント障害）、
これは、愛着形成障害の最重症型です。これが世界
で色々報告がございまして、一般の子どもでは 2.4％
と少ないと見積もられていたのですが、社会的な養
護を受ける子どもさん、つまり施設に引き取られた
お子さん、それから里親家庭に養子縁組して引き取
られた、里子として引き取られたお子さんの実に
なんと 40％もそういう発症をするということも分
かってきた。これは、もう私が申すまでもなく、無
視できない数字でございます。

そして、そういう不適切な養育をずっと受けてき
ますと、報酬の感受性、ご褒美を感じるところの機
能がどうやら落ちるということが分かって、先程申
しましたように、使ってはいけない薬物、吸入薬や
幻覚剤、コカイン、ヘロイン、麻薬ですね。そういっ
た薬物に手を出してしまう年齢が２、３年、この不
適切な養育を受けることで早くなるということが分
かってきました。

実は私、昨日までアメリカに学会でおりまして、
これは今週の 11 月 16 日、一昨日ぐらいのニュース
を切り取ってきたものです。アメリカのヘロイン使
用の常習は、もう命がぼろぼろになります。１年に
５万人のアメリカ人が亡くなってしまう。しかも、
それはがんとか車の事故よりも圧倒的にこの死亡率
が高い。このアディクションで高いということも、
たまたま一昨日ぐらいの新聞報道を見ましてご紹介
しております。

私は福井大学で良いチームに恵まれまして、色ん
な研究、愛着形成障害を持った子どもさんたちの脳
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の研究をしてまいりました。幾つかご紹介させてい
ただきます。

難しいことを申すつもりはございませんが、皆さ
ん、ご褒美を感じる時、お金をもらったとか、何か
褒められた時に、ドーパミンがガーっと脳から出る
ところがあります。これを報酬系と申します。その
報酬系が上手く活発に働いて、目標に向けて私たち
を動かすエンジンがこのドーパミンと思ってくださ
い。それがあるから達成感があります。そのドーパ
ミンが出ているのかどうかというのを発達障害の一
つでございます注意欠如、多動症とこの愛着形成障
害の最重症型のようなお子さんたちで、脳の機能、
働きに違いがあるかというのを見ました。

そうしますと、高いお金をもらう、それから低い
お金をもらう課題で、どうやら反応が違うというこ
とが分かってきました。定型発達と申しますのは、
何も問題なく正常な発達を遂げているお子さんたち
ですね。そういうお子さんたちというのは、高いお
金をもらっても低いお金をもらっても、このドーパ
ミン、エンジン、目標に向けて動かすエンジンが出
ているのです。

未治療の発達障害の一つであります ADHD、こ
れは不注意や多動衝動性を症状とするような発達障
害の一つです。そのお子さんたちというのは、高い
お金、つまりバイト代が高い時は頑張れます。しか
し、低いお金、これは子どもにとってはこれ大きな
差です。倍近く違う。そうすると、低いお金の時は
こんなに反応が落ちている。つまり、努力を要する
時、ここぞという時に踏ん張れないのがこの未治療
の ADHD のお子さんであるということが分かりま
した。

そして治療後３か月間、ADHD の治療をいたし
まして症状が改善して、お薬をオフにしてもう一回
検査しますと、低いお金でもちゃんとドーパミンが
出ている。脳も良い意味で回復しているということ
が分かりました。では、そこに反応性、アタッチメ
ント障害、RAD のお子さんをかぶせてみますと、
高いお金でも低いお金でもどちらのご褒美でも低下
している。なかなか響かない。ご褒美に響かない脳
になってしまう。ご褒美であるお金を上げても、脳
の活動が働いていない。

そうしますと、これから何が言えますでしょうか。
それは普通のお子さん以上に褒め育てをやっていた

だきたいということです。心理治療はもちろん必要
です。そして、なかなかご褒美や褒めるという作業
は現場の先生方は大変だと思います。しかし、この
報酬系の機能を上げるために、こういう健常児のレ
ベルぐらいまで上げるためには、普通のお子さん以
上に褒め育てを行っていただきたい。これが少なく
とも言えるのではないでしょうか。

そして、これはもう現実問題として今日のフォー
ラム全体に関わってくると思いますが、この虐待、
ネグレクトのストレスが一体何歳ぐらいにあった時
に、この報酬の感受性低下、ご褒美を感じない脳が
一番でき上がってしまうか。

私は、実は仮説的にはお母さんのお腹に赤ちゃん
がいる時に旦那さんから DV を受けたりして、激し
いストレスでそういったお子さんに一番ひどいので
はないかなと思っていましたが、乳児期なのか、幼
児期なのか、学童期なのか調べましたところ、そこ
のお手元の資料にもございますように、実に驚いた
ことですが、１歳頃です。もちろん、中には２歳か
ら４歳ぐらいにも少しピークがございます。１歳頃
にそういう虐待、ネグレクトを受けるとご褒美への
脳活動が最も低下するということが分かってきまし
た。いかに早い時期の養育者支援や虐待予防、支援
が必要かということを正に物語っていると思います。

私は、これまで 2006 年に本を書いてまいりまし
た。「児童虐待による傷つく脳。」今では「子育て困
難により傷つく脳」というふうにタイトルを変えて
言うようになりました。何故かというと、親である
虐待加害者を犯罪者扱いにして終わりではないで
す。子育て困難が続くから、こういう子どもたちが
激しい体罰や暴言を受け、親の DV を見聞きする。
つまり面前 DV で色んな脳が形や働きを変えていく
と。もう子ども虐待が子育て困難に他ならないとい
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うふうに思ったのです。これに皆さんと一緒に対応
するしかないと。

こういうふうに、前頭前野、聴覚や視覚や様々な
脳の部位は別にしましても、脳に少なからず影響が
あるということを、例えば心理的虐待です、体に傷
ややけどの痕は出ない。それでも心理的虐待でも脳
に影響があるということを是非皆様に知っていただ
きたいと思っております。

これはハーバード大の私のメンターでございます
タイチャー先生による研究ですが、身体感覚を思い
出すような脳の領域があります。冷たいとか、痛い
とか、寒いとか、そういうところが虐待を受けてい
ない人は本当にすっきりすかすかなんですよ。まる
で北陸道と私は言っています。

そして、こちらはもうラッシュアワーですよ。福
井であり得ませんけど、東京の首都高速のような渋
滞をしているという神経回路。そして痛み、不快、
恐怖ですね、こういうのが密集しているのがやはり
虐待を受けた人、こちらはすっきりしています。す
かすか。そして、今度は、皆さんの頭の前の方、前
頭前野ってございます。そこの一つに、意思決定。
それから、共感。これは遠藤先生もお話しました共
感というのは大事です。そこがしっかり働いている
ことによって、人が社会性の関わるような行動を
とっていきますが。これが虐待を受けた人はもうす
かすかです。まるで北陸道。そして、正常な方はみっ
しり、きっちり働いているということです。

ここまで申しますと何かいつも暗く、何か脳はや
られてしまうと思われるかも知れません。違います。
回復します。神経の可塑性、脳が柔らかいというこ
とで、癒されない傷は回復するという大人の事例も
あります。これと心理治療をわずか９か月間しただ
けでも、大人の脳も小さい部分が回復したという報
告がございます。

それから、身長、体重も施設に入った途端、停滞
していたのが復活したというのも、私自身が一例だ
けではなくて、もう何十例と経験しております。身
長曲線、体重曲線の評価というのも大事な作業かと
思います。

それから、去年、これは私のところの研究室から
報告しました。小さい時期の逆境体験、それはどな
たにも多かれ少なかれあると思います。そこから精
神的な成長を遂げる、これがレジリエンス、つまり

ストレスから回復する力です。その神経基盤を見つ
ける作業をいたしました。

答えは簡単です。実行機能に関わる脳領域とその
レジリエンス、精神的な成長に一番どこが関わって
いるか。そうしますと、実行機能やワーキングメモ
リーに関わっているような脳の領域の連結が強い人
ほど、そういうトラウマからの克服が高いというこ
とが分かってまいりました。

これを言いかえますと、前頭葉機能を上げるよう
な作業、認知行動療法もそうでございますし、様々
な前頭機能を上げるような作業・トレーニングに
よってトラウマの回復の一助になるのではないかと
いうエビデンスも、この辺ですね。右ですね。特に
出てまいりました。

それから、後で発表いたします水島心理士の、こ
れは学位論文にもなった研究でございます。虐待を
受けたお子さんは、悲惨ですが、ストレスホルモン
がずっと長期的に出ます。それが安定した環境に置
かれた、つまり施設に入って１年以上経ったような
安定した環境に保護された子どもたち、一方でまだ
一時保護のような状況、それから未保護群、そういっ
た子どもたちでホルモンの分泌の違いがどうかとい
うのを見ましたところ、左側のグラフは唾液中のス
トレスホルモン（コルチゾール）です。これは未保
護群、いわゆる不安定な環境にまだ置かれている群
は鬱状態も強いですし、朝起きた時のストレスホル
モンが高い値を示していることが分かってまいりま
した。

また、右側のグラフをご覧いただけますか。これ
はオキシトシンといいます。社会性に関わる、それ
から愛情に関わる、アタッチメントに関わるホルモ
ンと言われていまして、皆様の脳からもしっかり出
ます。このホルモンが安定した環境に置かれた群、
仲間との触れ合い、施設の先生との安定した関係が
でき上がったお子さんたちでは、もう抑鬱気分があ
りません。しかも寝る前のオキシトシンが特に高い
ということも分かってまいりました。これは安定し
た環境がそういうお子さんたちのメンタルヘルスに
いかに大事であるかということを証明しているよう
なエビデンスだと考えております。

私は、もう付き合いが 10 年以上になるような、
まだ前任地のお子さんも時々、月に１回、前任地に
帰って見ております。他機関との連携というのがい
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かに大事かというのを肝に銘じております。施設の
先生、それから学校の先生、心理士さん。こういっ
た子はずっと付き合いが長いのですが、安定してき
たとはいえ、学校で時々窓ガラスを割ったり、先生
の跨蹴りしたりします。そういう時には、トラブル
時は静かな部屋に移したりするように、フリーズも
何回も遭っていたんですけど、だんだん落ち着いて
きた。施設の先生に頭ごなしで怒らないで、より一
層褒めてください、褒め育てをしてくださいと言っ
ています。こういうアタッチメントの再形成は絶対
可能です。それを知っていただきたい。アタッチメ
ント形成が悪い。愛着障害は不安定で終わりではあ
りません。再形成が可能だということを知っていた
だきたいです。

この子は、わずか９か月でおばあちゃんからの暴
言虐待で見つかったケースです。あえて目を見せま
す。視線が合いません。そしてお座りができていた
のができなくなった。10 人中 10 人の医療者が、発
達障害であろうという結論に至っていたのですが、
実はこのおばあちゃんから引き離しただけで、３週
間でこの子の発達が戻りましたし、視線が合うよう
になって、笑顔が戻ったのです。こういう発達障害
と愛着の形成の問題は似て非なるものだと思ってい
ただければと思います。

それから、遠藤先生もヘックマンらの研究成果を
紹介されましたが、政府が子どもたちにお金をかけ
る場合、学童やそれ以降にかけるより、乳児期にか
けた方が費用対効果が高い。学校教育や就労支援の
そういう政府がお金をかけるのも大事ですが、社会
的な投資は、早ければ早いほど費用対効果が大きい
のです。投資の見返りが大きい。私は、もうこれは
子育て支援、養育者の支援をすることに他ならない
と感じております。

この他にも虐待予防サインで妊婦相談役、これも
望まぬ妊娠をして出産した後に虐待を招くことを
予防するというアイデアからできています。これを
厚労省にお願いして、10 か所だけでなくて、もう
全国の自治体に、北は北海道、南は沖縄まで色んな
各自治体市町につくっていただきたい事業でござ
います。

私は、今オンゴーイングでやっている研究は、「学
校、法律、施設、警察、研究、医療、そして地域
社会が子どもの養育環境を守る」という多領域と

連携した研究に取り組んでいます。「虐待を防ぐ方
法」だけではなく、「子育て困難に対する対策」を
仲間とともに提案したいと考えています。虐待さ
えしなければ「子育て困難でもいい」とは言えな
いからです。

いかにその子育て困難な親御さんの養育者支援に
なるような、子育て困難に対する対策をひねり出せ
ないかという研究をやっております。その中で、養
育困難感、これはどの親御さんも子育てをしてい
て、ストレスがない親御さんはいません。そういう
中で、その養育ストレスを跳ね返す力、このバイオ
マーカーを今研究しているところです。

少しだけご紹介しますと、養育レジリエンスと
いって養育ストレスに強いバイオマーカーがどうや
らこの脳の一部、右半球の下前頭回。ここは共感性
と関わるところで、ここが活発に働いているお母さ
んほど養育ストレスが少ないということも分かって
きました。

最後に、私、憂慮していますのは、現代の子ども
たちを PC 端末や、いわゆるスマホ、ゲーム、こう
いうのにさらすのは一つの虐待ではないかと思って
います。アメリカでも、皆さんが危機感持っていま
す。これはタイムズ紙というジャーナルでも紹介さ
れましたけど、30 年前までは考えられなかった事
態です。もう朝から晩まで子どもたちが何らかのデ
ジタルにさらされるのです。皆さんもお手元に携帯
があるでしょう。PC を扱っている。私が何を申し
上げたいかというと、環境の影響を一番受けやすい
発達途上の脳を持つ子どもに多大な影響を及ぼして
いる可能性がある、ということです。これもある意
味で、親がそういう PC 端末をあてがってそういう
子育てを放置しているのであれば、一つの虐待、ネ
グレクトと考えても差し支えないのではないかと思
います。ご清聴ありがとうございました。

白崎氏　どうもありがとうございました。虐待によ
って傷つく脳、そして回復する脳についてお話をい
ただきました。後の方で質疑応答の時間を設けます
ので、質疑のある方はまたお願いします。

それでは、引き続きまして新井先生からお話をい
ただきます。

では、よろしくお願いいたします。
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連携した研究に取り組んでいます。「虐待を防ぐ方
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仲間とともに提案したいと考えています。虐待さ
えしなければ「子育て困難でもいい」とは言えな
いからです。

いかにその子育て困難な親御さんの養育者支援に
なるような、子育て困難に対する対策をひねり出せ
ないかという研究をやっております。その中で、養
育困難感、これはどの親御さんも子育てをしてい
て、ストレスがない親御さんはいません。そういう
中で、その養育ストレスを跳ね返す力、このバイオ
マーカーを今研究しているところです。

少しだけご紹介しますと、養育レジリエンスと
いって養育ストレスに強いバイオマーカーがどうや
らこの脳の一部、右半球の下前頭回。ここは共感性
と関わるところで、ここが活発に働いているお母さ
んほど養育ストレスが少ないということも分かって
きました。

最後に、私、憂慮していますのは、現代の子ども
たちを PC 端末や、いわゆるスマホ、ゲーム、こう
いうのにさらすのは一つの虐待ではないかと思って
います。アメリカでも、皆さんが危機感持っていま
す。これはタイムズ紙というジャーナルでも紹介さ
れましたけど、30 年前までは考えられなかった事
態です。もう朝から晩まで子どもたちが何らかのデ
ジタルにさらされるのです。皆さんもお手元に携帯
があるでしょう。PC を扱っている。私が何を申し
上げたいかというと、環境の影響を一番受けやすい
発達途上の脳を持つ子どもに多大な影響を及ぼして
いる可能性がある、ということです。これもある意
味で、親がそういう PC 端末をあてがってそういう
子育てを放置しているのであれば、一つの虐待、ネ
グレクトと考えても差し支えないのではないかと思
います。ご清聴ありがとうございました。

白崎氏　どうもありがとうございました。虐待によ
って傷つく脳、そして回復する脳についてお話をい
ただきました。後の方で質疑応答の時間を設けます
ので、質疑のある方はまたお願いします。

それでは、引き続きまして新井先生からお話をい
ただきます。

では、よろしくお願いいたします。

新井 康祥氏　こんにち
は。皆さん、よろしくお
願いします。

午前中から皆さん大変
かと思いますが、遠藤先
生の愛着の問題を皆さん
勉強されて、友田先生の
脳に与える影響を理解していただいた上で、説明を
させていただきますので、スライドの枚数多いです
が、速く進めていきたいと思います。

実際の臨床についてご説明させていただきます。
まず、このグラフは皆さん良くご存じですよね。児
童相談所への児童虐待の相談件数が、毎年相当な
ペースで増えているという。一般的な方が、このグ
ラフを見てどう思われるか。虐待多いねというので
びっくりされるか、もう一つは、この後、保護され
て、「ああ、みんな良かったね。」「幸せになったね。」
と思われるかなと思います。

ただ、ここにお越しの興味を持っている、ご関心
を持っている皆さんは、多分お分かりかと思います
が、なかなかこの後大変な事実があります。

この本をご存じですか。この本は、こんな大変な
虐待があるよという話ではなくて、虐待環境から保
護された後も子どもたちはこんなに苦しんでいるん
だよ、というものが書かれています。もしよろしけ
れば是非お読みいただけると良いかと思います。

本日、僕が扱うテーマ、臨床としてはこの３つが
出てくると思うのですが、トラウマの治療について
はお時間の関係で省かせていただいて、愛着の問題、
これをどうやって対応したら良いかっていうところ
で、私たちの病棟で実践していること。あともう一
つ、これは入院中に限らないですが、被害者の方た
ち、犯罪被害もありますし、DV の被害者とかもい
ます。そういう方たちに対する支援というものをお
話させていただこうかと思っています。

私たちの病院のご紹介です。愛知県の大府市にあ
り平成 13 年にできた病院です。名前がとても長い
のですが、子どもの総合病院で、保健というのは保
健師さんのいる保健センターが一緒にあるというこ
とです。要するに、虐待などがあった場合、地域と
の連携がものすごく大切ですよね。その意味で保健
センターが一緒になっているものです。

私たちの病院の特徴としては、心療科、要するに

児童精神科に、子ども虐待の専門外来があります。
私はそこの担当です。また専門病棟がありまして、
年齢は小中学生で区切っていますが、20 人から 30
人のお子さんが常に入院しています。

もう一つの特徴は、廊下でつながっている隣に大
府特別支援学校がありまして、ここは病弱養護です
が、院内学級としてうちに入院しているお子さんた
ちを引き受けてくださっています。

それでは、特徴の一つとして、教育への支援があ
ります。これとても大切です。児童養護施設に暮ら
しているお子さんたちの中学卒業後の進学率という
のは、一般の方たちと大きく変わりません。といい
ますか、施設に残ろうと思った場合は進学が前提に
なりますので、必ず進学するよう頑張っています。
１回退学などしてしまったりすると、出ざるを得な
くなってしまう。で、帰るところはなくなる。とい
うことで、とりあえず頑張って皆さん行っています。

ただ、その後の高校卒業後、皆さんどこに行くか
といったら、主な退所先はやはり家になります。進
学した後も措置は延長になりますが、基本的に 20
歳で出るというふうになっていましたので。20 歳
といったら学校途中です。なので、それだったら進
学しても意味ないやって思ったり、あと意欲の問題。
子どもたちが、どのような環境に育ったのかという
と、親が働いていなかったりして継続的に働くなん
てイメージもなく、良い大学に行こうなんて全然考
えたこともない。

あと、友田先生がお話された報酬系の問題とか。
未来の短縮感というのは PTSD の症状ですが、夢
が持てないという感じです。あと、教育ネグレクト
というのがあります。学校へ行かせないとか。ネグ
レクトもありますが、嫌がらせのように学校へ行か
せない家庭もあります。

子どもたちは、元々の能力とは関係なしに、小学
校の３、４年生の２年間だけとか、学校行かせても
らえなかっただけで、もう意欲がなくなってしまう
というか、自信がすごくなくなってしまいます。だ
から、勉強しようと思えなかったりします。

それと、トラウマ狭窄症状というのは、PTSD で
すが、怖くなると蛇ににらまれたカエルのような感
じに固まってしまいますので、あれと一緒で頭が回
らなくなります。本当に勉強できないのではない
かって、児童精神科医として見ても思ってしまう
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ケースもあります。これらの問題があって、なかな
か勉強できなくて、進学しなくて、就職する。でも、
その就職先も非正規雇用の割合が多いというのが特
徴になります。

ということに対して、先程のお話した特別支援学
校がありますが、ここの良いところは、この子たち、
やはり人が怖いというのがあったりします。あと、
やはりトラブルを起こしたりすると大きいクラスだ
と教室にいられないというのもありますが、ちょう
ど特別支援学校ですので、少人数のクラス。また、
先生方も、どういうお子さんたちか把握してくだ
さっていますので、中学校３年生でも小学校の教材
を用意してくださったりとか、そんな感じでやって
頂いています。

特別支援学級も場合によっては用意してください
ますし、あと部活動。部活動というか、学校へ全く
行ってなかった子たち、コミュニケーションも上手
でなかった子たちは、友達としゃべるのが上手では
ありません。部活があること。一番人気なのはバン
ドをやるような軽音楽部をやったりとかして、みん
なでそれこそ病棟に楽器を持ち込んで練習していま
す。そうやってコミュニケーションの練習をしてい
く。これには看護師も入ったりしています。

あと、やはり発達障害の理解。発達障害の割合は
結構多いです。身体的虐待の中には、育てにくさと
いうのもありますから、とても発達障害が多いです。

あとは、学校で問題があった場合に、すぐ情報が
病棟に来ますので、どういった環境が苦手とか、こ
の子にどういうふうに対処したら良いかというのが
フィードバックできます。その見つけた対処法を、今
度は地元にフィードバックします。家に戻る場合もあ
れば、施設に戻る場合もあると思いますが、そこの
学校の先生にフィードバックすることができます。

あと、進路の相談に関してもすごく親身にしてく
れます。というのは、この学校のように密な関係を
してくれるというのはなかなか難しくて、地元に
帰ってから何十人のうちの１人になってくると、そ
こまでなかなか良い先生に巡りあえない場合、進路
の相談というのができません。でも、大府特別支援
学校の先生は、子どもが退院して僕の外来に通って
きますよね。子どもは先生が好きだから、放課後の
時間を見計らって職員室に行きます。すぐ隣ですか
ら。行ったらそこで進路の相談をしてくれて、更に

は、もう退院しているので籍もないですけれども、
「絶対、私、高校行かない」とか言っている子に、
その先生が「良いから１校だけ見学に行こう。」と
言って誘い出してくれたり。そんな関係性ができて
います。ということもあり、子どもたちが自信をつ
けて退院ができます。

今度は愛着の問題に対してどういうふうに対応し
ているか。愛着の問題、ものすごく大変ですが、色々
工夫しています。これはもうお話に何度も出ている
と思いますけれども、自然災害によるトラウマって
いうのは PTSD、純粋にそれのみですよね。でも、
虐待の場合は、それプラス愛着の問題が入ってくる
からすごくややこしくって、逆に言うと、愛着の問
題の方が重たいぐらいです。なので、こちらがメイ
ンになってきますけれども、愛着の問題というのは
精神科の診断基準というのがあって、それが今一番
メジャーで使われているのは DSM-5 というもので
は、この表の２つになります。

先程の友田先生のお話にもありましたが、もう少
し複雑なのがあって、トラウマティック・ボンディ
ングという言葉ってご存じですか。虐待的きずなと
いう訳し方もしたりします。これは病的愛着です。
どういうものかというと、ちょうどぴったりなのが
ストックホルム症候群といって、1973 年ぐらいの
事件でしたか、人質になった人たちの心理的な反応
と全く同じです。これは人質が犯人と長時間過ごす
中で生き残るためにどうしていたかというと、犯人
に共感して怒らせないように、好意を持つような反
応を示しました。それと一緒で、虐待の場合だと、
お前が悪いからだとか、これはしつけだとか言って
理由をつけられて虐待されます。ただ、加虐者の態
度というのは、気分次第でものすごく優しい時もあ
ります。なので、この子たちは生き抜くためには理
不尽な親であっても、生きていくためには愛着関係
を築くことが必要なので、常に機嫌を伺って、加虐
者の考え方や価値観を必死になって身に付ける。殴
られなかったら感謝をするというような愛着関係を
築いていきます。

症例を出します。どれだけ愛着の問題が難しいか
といいますと、これはお父さんからの身体的、心理
的虐待を受けたお子さんの入院中の発言です。入院
してしばらくして、「お父さんのしたことは、やっ
ぱりおかしかったのかな。」って、ようやく思い始
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めました。どれぐらい経ってからっていうと、半年
ぐらい入院してからです。でも、「やっぱりお父さ
んが悪いとは思えない。」って言います。そして、
僕ら一生懸命子ども達を褒めていますが、褒められ
たり殴られないというのがやはりおかしい、何を考
えているか分からないという感じで、不安で居心地
が悪いといって、「帰りたい。」「帰りたい。」と今度
は言い始めます。

先程の話に戻りますけれども、要するにトラウマ
治療単独では効果がありません。というか、そもそ
もできませんね。父親が悪いって思えていないです
から。

だから、まず植え付けられた誤った認知を修正し
ていく作業が必要になります。これ何かといったら、
もう常識が違っている訳です。だから言うのです。

「先生、親から殴られたことないよ。」と言ったら、「嘘
でしょう。」とか言って、全然信用してくれません。
多くの人から、看護師からも話してもらいます。要
するに、色んな家があるんだよというのをたくさん
の人から聞いていくと、だんだん常識が変わってい
きます。

虐待を受けた子たちは、自分が虐待を受けていた
なんて知らなかったっていう話をします。みんなそ
れが普通だと思っていたと言います。なので、こう
いうことを少しずつ教えていってあげると、少しず
つですけれども変わっていきます。

この健康な愛着と歪んだ愛着についてまとめてお
きましたので、資料をご覧ください。

その根深い愛着の問題に対して私たちは色々なこ
とを試しています。

まず一番困るのは、虐待をされた子どもは大人を
怖がります。性的虐待を受けたといったら男の人を
怖がったりというふうになります。だから、入院し
てきて、治療をしたいと思っても治療関係をなかな
か築けない。あっという間に月日が経ってしまうっ
ていうところがあります。

AAT と い う の は Animal Assisted Therapy と
いって動物介在療法の略です。何を介在するかと
いったら、子どもと犬を挟んで治療者を介在してく
れるという意味です。何となくこれ分かりますよね。
犬を散歩している人がいると話しかけやすかったり
しませんか。僕もそうです。病院での活動中、怖い
先生が横に来て犬のことを笑顔で話してくれまし

た。すると急に親近感が湧いてきました。
では、導入して何が変わったかといいますと、今

まではこういう子たちが入ってくると、もう暴力が
多かったです。要するに、よく職員への暴力があり
ました。早く退院して欲しいと思う反面、帰す先も
ないしというところで、ジレンマで困っていたので
すが、暴力の対象が人ではなく、物に変わりました。
暴力の件数は全然変わりませんよ。変わりませんけ
ど、物に当たって、職員に対して甘える、愛着の対
象に変わっていくようになりました。

ただ、活動の回数としてはすごく少ないです。こ
の動物介在療法、アニマルセラピーはボランティア
なので、あまり活動されている方がみえません。愛
知県でやっていますが、月１回来てもらうのが精一
杯という感じで、時間としては１時間でも、病棟の
人数で割ると２組に分けるので１組 30 分。説明時
間があるので、たった 25 分。１か月 25 分で役に立
つのかなって思っていましたが、犬が介在して看護
師との愛着関係ができますので、続きますよね。十
分効果がある活動だと思います。

ただ、犬に関して言いますと、私たちがお願いを
しています CAPP 犬を管理している JAHA では、
きちんと血液検査をして、感染症がないかとか、子
どもが危うく叩いたりとかした場合に噛みつかない
とか、きちんとテストをされた犬が活動に参加して
います。

ちなみに、今まで子どもが動物に対して殴ったり
とかいった行為は全くありません。ただ、残念なこ
とに、ロボットをその前に導入しました。ロボット
で試した時は目潰しして、ひげを切ろうとして。そ
れを見て、「うわっ、犬入れたら大変だぞ。犬虐待
になるからやめようかな。」と思いましたが、子ど
も達は動物との違いは見ていますね、全然問題あり
ませんでした。

他には性教育があります。性教育といっても、予
防教育という内容になります。年齢で分かれていま
すが、ケアキットプログラムというのはもともとカ
ナダの赤十字で作られたもので、対象は幼稚園から
小学生です。もう一つ思春期の性教育は小学校の高
学年以降で理解力があれば行っています。

皆さんのイメージされている性教育というのは義
務教育のものかと思います。体の作りだとか、月経
の周期だとかありますが、避妊の仕方を教える事は
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大切です。どういうことかといいますと、兄弟だっ
たら子どもができないと思っていたと言って妊娠す
る子もいます。あと、正しい自慰行為。間違った方
法で性器を傷つけてしまう子もいます。あと、トラ
ブルに巻き込まれないように、SNS の正しい使い
方。要するに、皆さんスマホを持っていますから、
寂しくて使っているうちに、だまされてというのは
よくうちの外来でもあります。あとは DV のこと
です。この子たち愛情に飢えているのですぐついて
行ってしまい、その後はデート DV。こういう問題
に巻き込まれやすかったりします。

あと、薬物も近いです。薬の説明をすると、「あ
あ、知っているよ、うちに注射器転がっていたもん。」
とか普通に言ったりします。健全な家庭と違います
ので、こういうことを一つ一つ丁寧に教えてあげて
います。

ケアキットの例を簡単に出します。どんな内容か
といいますと、この絵は、「水着で隠れる場所と口
が大切な場所だよ。」。人に触らせてはいけない。見
せてはいけない。でも、「どうしてもケアしなくて
はいけない場合、入院しているとか、あと赤ちゃん
の世話をする場合だけ良いよ。」というように教え
ます。また、「あなたの体と気持ちはあなたのもの
だよ。」と。当たり前と言えば当たり前な事も説明
します。
「間違ったタッチをしたくて、あなたに話しかけ

てくる人がいるよ。」、これは「ぬいぐるみをあげる
から触らせて。」と賄賂です。「秘密にしようね。」
とか。「それに対して、あなたは嫌って言って良い
んだよ。」と説明します。皆さん分かってきました
よね。虐待の場面です。「あなたを助けることがで
きる人もいるんだよ、あなたにとって誰かな。」と
言って、そういうものを言ってもらいます。要する
に、今まで受けてきたことを断って良いのだよ、そ
れは間違ったことだったのだよというふうに教えて
あげます。

性教育を学んだ児童はどう変わるかといいます
と、「断って良いんだ。」って初めて知ります。要す
るに、「ノー」というのを言ったことがありません。

「ノー」を言う練習もします。看護師がその子が嫌
いなぬいぐるみ持って歩いてきます。３メーターぐ
らい離れたところでゆっくり一歩ずつ。「嫌だったら
ノーって言って。」と言うのですけれども、虐待を受

けた子は全く言えなかったりします。看護師さんが
くっつくぐらいでも、「早くノーって言ってよ。」と
いうぐらいの距離になっても言えなかったりします。

ようやく言ったとしても、顔がすごく笑顔でニコ
ニコしていたりします。もう全然ノーと言ってるの
が伝わりませんよね。でも、とりあえず言葉で良い
から、「嫌。」と言うのを練習しただけで、急に笑顔
になって、「ああ、自分の気持ちで話して良いんだ。」、
その時に初めて気付いたと言ったりします。

こうなると、甘えたい気持ちが出てくるものです
から、特定の職員。誰かれ構わずといったら、これ
は愛着障害ですね。そうではなくて、特定の職員、

「この看護師さんが好き。」という人にだけに甘えら
れるようになります。

こうやって断ることができるようになってくる
と、特に施設の中では性加害とか性被害とか結構あ
ります。環境が環境ですので起きてしまう事は仕方
ないかなと思いますが、仕方ないとしても、子ども
たちがそれを断ることだとか、注意して止める。そ
れを先生に相談するっていうことがすぐできるよう
になってきます。すると、とても早い段階で発見す
ることができます。以前はどうだったかというと、
かなり巡り巡って、Ａ君がＢ君に対して加害を行っ
て、Ｂ君がＣ君にやってとかって、すごく連鎖し
て、もう大変な、もうたくさんの登場人物が出てく
るような図ができてからようやく発覚するという感
じだったのが、もう最初の１回ですぐ分かるように
なってきました。せっかく保護された子どもたちで
すから、安全な環境が良いですもんね。子どもたち
にとって安全な環境を構築するツールにもなってい
ます。

入院までは良かったのですけれども、一生懸命治
療したお子さんが帰った後に、やはり良い環境にい
なければかわいそうですもんね。先程少しお話しま
したけど、施設の環境はこの表のような感じです。
また後でご説明があるかと思いますが、被害を受け
た子たちが集まってくる環境ですのでなかなか大変
です。

施設のために僕らが何をしているかと言います
と、先程の性教育をきっかけに勉強会を作って、施
設の皆さんと一緒に年３回ぐらいのペースでやって
います。それが「性の問題について考える会」です。

この目的は何かといいますと、まず施設の中で一
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生懸命皆さん頑張っているのですが、少ない人数で
頑張っている。あと、勉強する時間もなかなか足り
ないと言います。勉強に行こうと思っても、少ない
人数なのでなかなか行けなかったり。なので勉強会
を作り、出てきてもらって、僕らとも顔見知りにな
り、懇親会もありしますので、ダイレクトに相談し
てもらっています。こうなってくると、施設で少し
困ったケースがあるとすぐ相談というふうになって
くるので、ごくごく軽症の子どもたちの相談も増え
てきますので、なおのこと、施設の環境が良くなっ
てきているのではないかなと思います。

あとは、自分の施設も頑張っているけど、別の施
設を見ると大分違う環境だったりします。もっと学
ぶべきところがあったりだとか。自分たちの常識を
変えることが。もう本当に近くの施設でも違ったり
します。そういうことを見て、要するに何かといい
ますと、あそこの施設はここまでできているという
情報を持ち帰って、自分たちの施設ももう少し頑張
ろうというふうに。

一番びっくりしたのは、うちの施設、トイレのド
アがなかったのだけど、恥ずかしくなりましたとか
言って。それで慌てて施設長に言って、お金出して
もらって、トイレのドアを付けたりとか、そんな話
もありました。

あとは、性教育を学びに行くのも結構お金がかか
ります。どこかの施設が始めて、それを講義します。
それを聞いて、そこの施設の職員とコンタクトを
とってどう始めたら良いかを学んで。性教育を始め
ると、先程の話ですが一般性教育と違います。子ど
もを大切にしようという目的がしっかりありますよ
ね。なので、子どものことをもっともっと大切して
あげるために今何ができるだろうといって、だんだ
んプログラムが多彩になってきます。それこそ、こ

こにも書きますけれども、生活の指導をもっとしな
くてはいけないのではないか。この子たちが将来、
ひとり暮らししていくという将来を考えてとか。そ
れだったら進学とか就労についてもう少し勉強する
機会を作ってあげたら良いのではないかというふう
に、だんだんプログラムが変化していっています。

これは、昨月、うちの病院が開催した内容になり
ます。

親元に帰るお子さんもいますので、親に対しての
支援もしています。小児センターは子どもの病院で
すが、特に親自身に被虐待歴があるケースにおい
て、心療科に限り、親のカルテも作って治療をして
います。何故かといいますと、病院になかなか通う
時間もなかったり、通った病院でトラウマに関して
なかなか理解してもらえないこともありますし、一
番困ったところが子育ての場面で出てくる場合もあ
ります。ですから、子育てを通じて、要するに子ど
もの相談に乗りながら自分のトラウマも話していけ
るという、そういう関係ができます。

あとは、地域との会議は良くやります。会議しな
がら、それこそ生活保護を取るなんてなかなか難し
かったりすることありますよね。でも、家庭の環境、
僕らが把握している内容とかもお伝えして、ここは
そうしてもらった方が良いですねみたいな話し合い
になっていって協力してもらったりしています。

ここまでは病棟でのお話をしましたけれども、今
度は法廷での支援というふうになります。

医師としての支援と書いてあるのは、今まで全然
医者の仕事が出てなかったものですから、医者も働
いていますよという意味です。何をしているかとい
いますと、まず DV に絡むことが最近多いです。上
半分のこと、子どもの利益にかなうなら、特段の事
情がない限り原則的に面会交流を行うというのは
もっともな事だと思います。離婚して、別居してい
る親子がいます。片方の親のところにお子さんがい
ます。虐待とか DV だとか、そういうものの影響が
なければ会わせましょうという話です。それはそう
です。ただ、虐待とか DV はなかなか家のことで
すので、証明するのが難しい。結局、それで面会さ
せてほしいという要求が最近増えてきています。そ
れによって、例えば父親から母親への DV の場合、
父親と面会する度に子どもが荒れてしまう、フラッ
シュバックを起こしてしまうというようなケースが
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増えています。
例ですが、１歳半から父から身体的、心理的虐待

を受けてたお子さんです。小３になってから成績が
著しく低下しました。食欲低下や頻回に下痢が見ら
れて、笑顔も減りました。ただ、小学校に入ってから、
お母さんの前では殴られていなかったのでお父さん
の暴言だけが原因かなとか思っていたのですが、ご
自身も DV を受けていたし、明らかに子どもの様子
もおかしいからということで、ここでようやくお母
さんが避難を決意しました。

離れてから「お父さんに一生会わないならば。」
という条件で、そのお父さんから受けた虐待につい
てこの子が開示をし始めました。そして、「もうお
父さんとは一生会わなくて良い、警察に捕まえてほ
しい。」とも話し始めました。次第に下痢が治まり、
笑顔も増え良くなってきましたが、そこから父の追
跡が始まりました。そして裁判で「子どもたちと面
会させろ。」と要求して来ました。それからどうい
う症状が出たかといいますと、頭痛、夜尿、悪夢、
あと戸締まりを繰り返し確認。漢字のテストは３点。
元々そこまで成績は良くなかったのですけれども。
あと書字、読字も全くで、字を書くこともできない
のです。もうこの子泣きながら毎日何時間も漢字練
習をしていました。昔、お父さんといる時に、「お
前はばかか。もっと勉強しろ。」とすぐバコーンと
殴られていました。できない。算数も文章題も、も
う文章が理解できない。感想文、手紙も「特にない。」
しか書けない。機嫌悪くすると半日から１日荒れて
いる。甘えられないし、お母さんに叱られるとなぜ
か笑いが止まらなくなるという感じでした。

この子に対して支援した内容としては、虐待の内
容を聞いて、「それがトラウマの症状と考えられる。
その原因は父親にある。」ということを診断書にし
て提出しました。場合によっては裁判所に行って証
言することもあります。

これに関してですけれども、「病院だとお母さん
が話すことを聞いてるだけじゃないか。」、「病院だ
けしか行っていないじゃないか。」という反論もあっ
たりしますが、例えば児童相談所とか、地域の心理
の先生だとかに話したこととか、各自から「同じこ
とを子どもが話している。」と分かると良いので、
皆さんが意見書を書いてくださるともっと強力なも
のになるのではないかと思います。

あとは、調査官調査への協力です。調査官という
のは家庭裁判所にいる方で、心理士やワーカーの資
格を持っている方です。子どもとか、父親とか母親
とかに話を聞きに行って意見をまとめ、裁判官に伝
える役割をしている方です。その方に対して、子ど
もが証言するのを手伝うというのがあります。

お父さんとお母さんが裁判で言い合うことは全然
かみ合いません。あっちが悪い、こっちが悪いって
やっているだけで。では子どもはどう思っているの
かというところで、子どもが言えなかったりすると
結局分からないという話になってしまい、では会わ
せましょうというのが今の流れです。なので、子ど
もが会いたいか会いたくないか、それだけでも言え
ると良いので、その証言。ものすごく子どもは怖が
りますよ。「自分がしゃべったことをお父さんが聞
くんだ。」と思うので。

調査官の人は、「私は中立で。」と言います。「中
立というのはどっちの味方？」「自分の味方じゃな
いの？」という感じに受け止めたりします。そこを
どう手伝うかといいますと、最初に病院に来ていた
だいて、その人と僕が話します。話してどういう方
か、人柄というか、そういうものを聞いた上で、「あ
の人は決してお父さんだけの味方とか、そういうこ
とないよって。あなたが話してくれたら、それをき
ちんと中立の立場で話してくれる人だよ。だから、
頑張って伝えてあげてね。」という感じです。

あとは同居している非加虐親への支援。今の例で
言うと、お母さんになります。ずっと抱えています。
生活的にも経済的にも結構苦しかったりします。さ
らに、裁判でものすごく言われます。お前が悪いみ
たいに。お前のせいで子どもがそうなったのではな
いのかみたいな感じを言われたりするので、DV で
ようやく逃れても、さらに痛めつけられる。これだっ
たら一緒にいた方が良かったのではないかと思った
りだとか、もう頭が回らなくなって、鬱っぽくなっ
たりします。そのお母さんを支えてあげることをし
ます。

このケースは、裁判で面会をしなくても良いと決
まりました。そうすると、びっくりしたのはその後
全教科 100 点ばっかり！感想文など受賞するレベル
でした。暴力もなくなって、周りを笑顔にしたいと
いうふうに言い始め、一緒に泣いたり、悲しんだり、
甘えられるようになって、素敵な家族になりました。
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お母さんからの意見はこの表のように色々ありま
すけれども、時間の関係もあるかと思いますので、
見ていただけると良いかと。DV に関わったことの
ある方がお見えかどうか分かりませんが、色々なと
ころに同じことを相談するのは大変ですよね。その
途中でやはり理解してもらえないのではないかと
思っていたりとか。だから、ワンストップセンター
を是非作ってほしいと言っていました。今、全国的
に少しずつできつつあります。

ワンストップセンターとは何かといいますと、
子どもに限ったものを先に挙げますが、Child 
advocacy center ってアメリカとかへ行ったら普通
にありますが、被害を受けた子どもがそこに行けば
診察してもらえて、司法面接といって証言の証拠と
なるような面接をしてもらえて、警察も配慮しても
らえる。連携していますので。裁判の支援も手伝っ
てもらえる。裁判所に行く時結構怖かったりします。
その時に怖かったら付き添ってもらえたりと。その
ようなことをしてもらえるところです。

これが DV に関してもいくつかできていますが、
子どもに関してはこの間初めて神奈川でできたばか
りです。

説明を省きますが、性犯罪厳罰化という流れが来
ています。今まで親告罪といって、本人が訴えなけ
れば性犯罪というのは事件化されなかったのが、警
察が起訴すれば事件化することできるようになって
きています。これから性的虐待を受けた子どもたち
を事件化することがだんだん増えて、要するに被害
者支援の機会というのは増えてくるのではないかと
思っています。

このような関わりによって、子どもたちに今まで
出会った大人とは違うぞという感じで伝わってくる
と、子どもたちの今までの価値観が揺らぎ始めて、
抑え込んでいた感情があふれ始めて、甘えたりとか、
そして育ち直しが始まるのではないかと思っていま
す。ご清聴ありがとうございました。

白崎氏　ありがとうございました。あいち医療セン
ターでの、そして司法場面、法廷場面での取組など
についてご紹介をいただきました。

それでは、引き続きまして、水島先生からお話を
いただきます。

では、よろしくお願いいたします。

水島 栄氏　中央大学の水
島です。今年の春まで福
井大学の友田先生のもと
で研究を行ってまいりま
した。今回はこのような
機会を与えてくださいま
した友田先生、そして座
長の白崎先生、並びにこの企画に関わられた方全て
に心より感謝申し上げたいと思います。

本日私がお話しさせていただくことは、児童虐待
における医療現場からの循環型アプローチについて
です。

この循環型、何だか少し耳慣れない言葉だと思い
ますけれども、私たちが日常的に行っているコミュ
ニケーションをベースにしています。このことを頭
の片隅に置いてお話を聞いていただけましたら幸い
です。

もう既に先生方がお話されていると思うのです
が、昨年度、児童相談所が虐待案件として相談対応
した件数が 10 万件を超えています。昨年、これは
過去最高となっているんですけれども、この要因と
しては児童虐待に対して人々が繊細に反応するよう
になったということがあるかと思います。

社会的関心の増加があったり、警察からの通告の
増加があったり、あと、「189」という全国共通児童
相談電話の周知が起こったからではないかと思いま
すけれども、人々が互いに監視するような雰囲気が
構築されている中、やはり虐待行為は減少していな
い訳です。その虐待も体罰やネグレクト、今まで見
える虐待だったものが、今度は DV 暴露とか心理虐
待など目に見えない形になってきているということ
です。

日本の特徴的な課題について今から考えたいと思
います。

児童相談所が子どもを一時保護した後の処遇に課
題があると思います。厚労省社会保障審議会児童部
会の資料によりますと、児童虐待を主訴として一時
保護したケースのうち、約３割のお子さんは評価後
に児童養護施設で生活したり、あるいは里親家庭に
行くなど親元を離れて虐待リスクの低い環境で生活
します。しかし、残りの７割の子どもさんたちは一
時保護の後、元いた保護者のどちらかの親元に戻る
という。この７割という数字はかなり私にとっては
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衝撃的でした。
一時保護後に治療が必要と診断された子どもたち

は医療につながります。従来の医療モデルですと、
医者、心理士がそれぞれの専門的視点から子どもに
直接アプローチを行っていました。しかし、子ども
だけが治療の枠組みにいてもあまり変化が牽引でき
ないということが近年分かってきました。

何故なら、やはり虐待は関係性、先程から愛着、
愛着というふうな言葉が出てきていると思いますけ
れども、虐待は関係性の中で生じる病理ですので、
それまでの虐待的人間関係ではなくて、健全な関係
性を提供する大人が全方位に必要になります。そし
て、何よりも医療従事者と子どもに直接関わる大人
が一つのチームとなって子どもを取り囲むように存
在することが必要になります。ここで情報の循環が
生まれるというふうに考えています。

虐待介入に際して必要なのは、子どもが虐待経験
を乗り越え、どう成長するかという視点です。小さ
いころから虐待的な関わりに適用してきた子どもに
とって、さっき新井先生がストックホルムの話をさ
れておりましたけれども、ストックホルム症候群の
ような状態になっている子どもにとって、ある日突
然、親と離れて暮らすなどの環境的変化が生じた時、
ご本人にとっては大きな混乱、変化に適応できない
状況になると思います。それまでのやり方が通用し
ないということに直面化します。

虐待という関係性によって生じた病理は、人との
関わりを通して再構築され、獲得されます。良く「育
ち直し」という言葉がありますが、正にそれです。
そのため、子どもだけではなくて、子どもの養育を
担う人、虐待に関与してない親の存在が必要になり
ます。

では、具体的な心理支援の傾向について掘り下げ
てみましょう。介入方法は、個人を対象としたもの、
また親子を対象としたものがあります。例えばプレ
イセラピー、カウンセリング、この応用行動分析、
ABA ですね。認知行動療法、CBT。

この Somatic Experience というのは最近良く皆
さん使っていらっしゃると思いますけれども、体に
残っているトラウマの記憶を、体を使って回復して
いく。体が基準、体がどんなふうに感じるかとい
うところから展開していくのですが、この EMDR、
Brain Spotting といってトラウマの暴露を使って治

療をしていく方法もあります。
虐待を経験した子どもには親子対象の中のどれか

一つ、恐らく皆さん、この親子対象のものに関して
は、ほとんどまだなじみがないのではないかと思い
ますけれども、今、日本に入ってきているのは、こ
のケアというもの。これは東京の白梅学園の福丸先
生という方が全国のトレーニングを行っているので
すけれども。また、PCIT というもの、これは親子
の関係性を強化するセラピーですけれども、親に対
して直接フィードバックをしていくというペアレン
ト・トレーニングです。

TF-CBT、トラウマ焦点化認知行動療法ですけ
れども、本日、非常に偶然ですが、東京でケアと
PCIT の合同勉強会が行われている状態です。

私は、やはり虐待を体験している、経験している
お子さんには親子対象の治療方法のものを一番最初
に導入して、それから個別でやっていく。個人対象
のセラピーを展開していくというのが非常に望まし
いのではないかなと思っております。

トラウマに対する侵襲性に関しましては、上が侵
襲性が低く、下に行く程追体験を伴うとか、侵襲性
が高くトラウマ暴露が増加するというふうになって
います。

治療的な介入を行う場合ですけれども、子どもが
経験した出来事の情報を事前に治療者側が把握して
いるという必要があると思います。最初の聞き取り
などで、「私は心理士ですけれども、私があなたの
ことを今とても丁寧に扱いたい。あなたの話を丁寧
に聞きたいです。」ということを初回の時点できちっ
と伝えることができなかったら、やはりそれ以降、
子どもとの関係が成立しません。そこを子どもに分
かってもらうというだけでも初回は相当重要なセッ
ションになります。

具体的な評価に関しましては、まず本人の特性、
もしかしたら発達障害的な要素があるのではない
か、ASD 的な要素あるいは ADHD 的な要素はない
だろかというのを徹底的に調べたり、家庭環境、何
人で住んでいるのか、どんなお家に住んでいるのか、
おじいさんはいるのか、おばあさんはいるのか、こ
の家庭の文化はどんなものなのかということ。

また、このお子さんがお家の中あるいは学校、学
校以外でどんな体験をしたのか、どんな怖い経験を
したのかというのを丁寧に拾っていく。そういうこ
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とが必要になってくるかと思います。
これらの評価のトライアングル、３点を複合的な

情報を用いて個人の状態の把握と評価を行うという
のが望ましいのではないかと思っています。

これは、福井大学子どものこころ診療部で行って
いる実際の評価フローです。こんなにたくさん子ど
もにやるのはと思ってしまうかもしれないのですけ
れども、まずは精神疾患スクリーニング、これは質
問をしていく形ですけれども、これを行って、知能
検査、認知発達を見きわめる。そして、行動の問題、
鬱はどういう状況。鬱の状態はどうなのか。そして、
トラウマティックな出来事が今のそのお子さんにど
のぐらいのインパクトを与えているのかという事を
把握する。

そして、やはり先程の ADHD の可能性、AQ、
ASD の可能性を探っていくという事。また、子ど
もの状態があまりよろしくない場合は、トラウマの
症状。どんな症状が強く出ているのかということを
調べていくために、TSCC、これは 54 項目からなっ
ている質問紙ですけれども、これを行っていく。

通常の外来でこれだけの検査を一気にやるとい
うことはほとんど不可能です。したがいまして、
Wisc は１回、そしてもう１回、こちらのものを行
うという形ですが、Wisc 以外は質問紙という形で
展開できます。ただし、この M.I.N.I.KID というも
のとトラウマの IES-R、TSCC に関しては対面で
行うということをお勧めします。おおむね、この
M.I.N.I.KID と IES-R、TSCC、これだけで 30 分ぐ
らいかかります。

医療現場では、先程友田先生が研究室の研究の報
告をされました。上の話はもう既に皆さん聞いてい
るかなと思いまですけれども、この fNIRS の研究
についてお話したいと思います。

今現在、私がやっていることですけれども、抑制
課題。ある動物が出た時にはボタンを押す。でも、
ある動物が出ない時にはボタンを押さない。我慢を
しなくてはいけない時の脳の機能を NIRS という、
こういうイボイボのついた帽子をかぶって脳機能の
計測をしました。やはり先程の友田先生の報酬系課
題の結果と類似していますけれども、一般的なお子
さんの脳の活動は、抑制課題の時にも非常に活発に
動いている。しかしながら、ADHD のお子さんは
その脳の活動が低下していた。この機能を実はバイ

オマーカーとして定型発達のお子さんと ADHD の
お子さんの判別に使えないかというふうな研究を行
いました。その結果、概ね 80％で判別が可能とな
りました。

何故私がこの話をするかというと、今後の可能性
として ADHD よりももしかしたら虐待を受けたお
子さんの脳活動は低かったという友田先生らの研究
がありますので、被虐待児に同様のことをやってみ
たらどのような結果が得られるかということを少し
思っております。

ホルモンの研究に関しましては、友田先生のとこ
ろに私がいた時に友田先生と一緒に研究させていた
だきましたけれども、親と暮らしている子どものコ
ルチゾール値が高かった。オキシトシンがやはりそ
の不安定な状況のお家のお子さんは朝も夜も低かっ
たということがありました。

コルチゾールは、通常、ストレスを感じた時に多
く分泌されます。オキシトシンは幸せを感じた時、
あるいは人と触れ合った時、信頼関係が増した時な
どに多く分泌されます。このコルチゾールとオキシ
トシンは拮抗作用、真逆の反応を捉えるということ
がありまして、この作用を使って、もしかしたら簡
便に虐待評価が行えるようになるかもしれないとい
うふうに私は今考えていて、この辺の研究も今後進
めていきたいと思っています。

ここまで循環型の提案と言っておきながら、あち
こちに話が飛んでいってしまいましたけれども、も
う一度循環型支援の話に戻ります。

虐待は、関係性の中で生じる病理であるため、子
どもだけを対象としてもあまり変化が期待できない
事。そのために、子どもと保育者、保護者を一つの
ユニットとして関係性を軸にサポートしていく。そ
のためには、養育スキルが必要になります。

ここで養育スキルに関する情報を少しお話したい
と思います。

皆さん、先程も少し私お話させていただきました
けど、CARE って聞いたことありますか。

こ れ は Child Adult Relationship Enhancement
という方法、メソッドの頭文字を使ったもので、米
国で開発された子どもへの関わり方を向上させる技
法です。とても分かりやすくて、誰でも取り入れら
れます。例えば専門職でないとだめということでは
なくて、普通のお母さんが普通に家庭で使えるとい
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う技法です。保護者が子どもに対して積極的に行い
たい３つのＰ、例えば賞賛。「とっても良くできた
わね。今日は頑張ったわね。」とか、繰り返し同じ
ことを言う。一回言って「分かったでしょう。」で
はなくて、何回も説明する。できるだけ感情ではな
くて、言葉での表現を使うという、この積極的に行
いたい３つのＰというものと避けるべき３つのＫ。
このＫ少し苦しいのですけど、質問責めにしないと
か、命令口調にならないとか、禁止や否定的な表現
を多用しない。

この避けるべき３つのＫをどんどんどんどん生活
の中で減らしていくこと、そしてとるべき３つのＰ
を増やしていく。こういうことで子どもとの関わり
が非常に良くなっていくということが実際にあるよ
うです。

私が今まで関わった親御さんの中では、多くの親
御さんは３つのＫばっかり使っていたということが
ありました。CARE の良さは、何よりも具体的に
子どもと関わる際に使える方法だと思います。

例えば、思春期の難しい子どもさんに言うことを
聞いてもらうにはどうしたら良いかという方法など
もこの CARE プログラムにはあります。また、こ
こで少しだけ TF-CBT についてお話したいのです
けれども、TF-CBT というのはトラウマフォーカ
スト認知行動療法の略です。

米国でエビデンスのある子どもへの最も効果的な
心理療法として既にもう 20 本ぐらい論文が出てい
ます。虐待の原因に直接関与していない保護者も治
療対象とするため、子どものセッションと親のセッ
ションを一つのパッケージにしています。段階的暴
露を治療に用いています。

現在、米国の開発者らが日本とシンガポールから
選抜された臨床家をトレーナーとして養成するプロ
グラムが展開されていますけれども、私も今そのト
レーニングを受けている状態です。来年の秋以降、
日本でも TF-CBT トレーニングが全国展開される
予定です。是非子どもの虐待に関わる専門家の方た
ちに使っていただきたいと思います。

TF-CBT の対象に関しましては３歳から 17 歳の
子ども。一般的にはトラウマがあるという前提に
なります。何故かといいますと、この TF-CBT は
PTSD の症状を非常に下げるという効果、また鬱の
状態を低下させるという効果があると言われていま

す。ただし、重度の行動問題がある子どもさんには
TF-CBT の前、または TF-CBT の後に追加の介入
が必要になるというふうに言われています。

また、この TF-CBT については説明を後でさせ
ていただきたいのですけれども、概ねセッションは
12 回から 16 回で終結するようになっています。

何故階段型になっているかといいますと、この一
つ一つのプロセスを経てＥのところまで行くという
ふうに、治療コンポーネントとしてこういうプロセ
スを歩んでほしいというふうに定められています。
それが段階的な暴露を子どもに提供して、子どもが
時の経過とともに、その治療的な効果を十分に発揮
しやすい状態になるというふうになっています。

循環型の治療のゴールはレジリエンスと統合で
す。レジリエンスを定義するのは本当に非常に難し
いですけれども、いかにして出来事から回復し、出
来事を自分の中で過去のものとするのかということ
だと思います。

本当に様々な心理療法がありますけれども、子ど
もへの介入としては、やはり心理教育で認知処理。
何で私はあんな目に遭ったのだろう。何でこんな怖
い思いをしたのだろう。私がいけなかったからかも
しれないとか、子どもが考えてしまう認知、その処
理と自分の語り、私はこんな経験をした、こんな経
験をしたけれども、まだ生きていた。それを心理教
育で挟む。そういうふうに展開するものが現時点で
は有意義な結果を牽引しているのではないかと思っ
ています。

ここまで色々話してきましたけれども、まとめです。
循環型支援の重要性としましては、児童養護施設

など集団生活環境では担当者や養育者、本当の親
が今いない状態の場合は親代わりのような存在との
日々のやりとりの質が鍵になってくるかと思います。

我々のような医療現場での介入は、子どもの生活
を支える人との関わりからみたら本当にほんのわず
かなものでしかありません。だからこそ、私たち医
療従事者は客観的にもなれるということもあります
し、子どもの良い部分を探していく。子どもの持ち
味と強みを活かしたサポートと子どもに直接、関わ
る人の視点から学んで、その思いを丁寧に聞いてい
く。すなわち、複眼で子どもを支える。情報を循環
していく。これが循環型支援ではないかと思います。
以上で私の話は終わります。ご清聴ありがとうござ
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いました。

白崎氏　どうもありがとうございました。虐待はそ
の関係性の中で生じる病理ということで、その親子
ユニットとして扱っていたりとか、新しい循環型の
支援などについて、最新の研究の成果も踏まえて紹
介をしていただきました。ありがとうございました。

それでは、最後になりますけれども、荒木先生か
らお話をいただきます。

よろしくお願いします。

荒木 結衣氏　児童養護
施設吉江学園で心理療法
を担当している荒木結衣
です。

虐待を受けた子どもた
ちに対して、医療機関や
児童相談所など関係機関
とどのように連携をとりながら子どもたちのケアを
行っているのかについてお話しさせていだきたいと
思います。

最初に、吉江学園について簡単に説明させていた
だきます。吉江学園では、家庭の色々な事情により、
県から委託された幼児から高校生までの子どもが共
に生活をしています。生活の場であるので、子ども
たちと一緒に職員もそこで寝て、起きて、御飯を食
べています。

そして、子どもたちは学校に行き、部活をしたり、
友達と遊んだりして帰ってきます。休日は友達のと
ころに遊びに行ったり、地域の行事に参加したり、
職員と外出するなどして過ごしています。

概要としては、本館とグループケア棟からなって
います。本館は大舎制で、１階が男子、２階が女子
の部屋があり、幼児から高校生の 32 名が、グルー
プケア棟は７名の男女の中高生が暮らしています。

児童養護施設とは、保護者のない児童や保護者に
監護させることが適当でない児童に対し、安定した
生活環境を整えるところになっています。それとと
もに、生活指導、学習指導、家庭環境の調整などを
行いつつ、養育を行い、児童の心身の健やかな成長
とその自立を支援する機能を持っています。

また、近年、児童養護施設では虐待を受けた子ど
もは 53.4％、何らかの障害を持つ子どもが 23.4％と

増えている傾向にあります。
次に、吉江学園に子どもが入所するまでの流れに

ついて説明させていただきます。
保護者からの相談や虐待の連絡があると、まず児

童相談所が子どもを一時保護するかどうか決めま
す。一時保護となった場合、保護者との面接や、ま
た子どもとの面接や一時保護での生活の様子を観察
したり、検査を行います。

それらを経て、保護者のもとに帰ることが困難で
児童養護施設への入所が必要と判断されると、入所
措置となります。入所措置となると、児童相談所か
らその子どもの説明を受けたり、学園の職員が一時
保護されている子どもに会いに行ったり、また子ど
もが学園を見学して入所となります。

吉江学園においても、入所理由は以下のようなも
のが挙げられています。虐待も多く、虐待のケース
の中には子どもが発達障害やその傾向があり、保護
者が対応しきれず虐待につながるといったケースも
見られます。その他には保護者の病気や死去、養育
困難によって入所する例があります。

吉江学園でも虐待により入所するケースは多くあ
ります。入所後に虐待の影響として以下のような行
動が見られることがあります。例えば多動や不注意、
かんしゃくや感情のコントロールの困難さ、フラッ
シュバックなどの PTSD の症状、初対面の人に対
する過度のなれなれしさや強い警戒心、学習のつま
ずきなどです。

このような虐待の影響と考えられる行動が入所後
の生活で見受けられた場合、必要に応じて医療機関
に受診することもあります。それとは別に入所前か
ら受診しているというようなケースもあります。

医療機関に受診し、発達障害や PTSD、愛着障害
と診断される子どもも多くいます。医療機関では、主
治医の診察や心理士によるカウンセリングを行って
もらっています。また職員が子どもの様子や行動で
気に掛かる点や保護者との関わり方などについて話
をします。主治医や心理士から助言や指示をもらい、
子どもとの関わり方や対応の仕方について施設内で
も検討し、職員間で統一した対応をとっています。

児童相談所には医療機関を受診後に必要な情報を
伝えることもあります。それ以外にも日々の生活の
中で気に掛かる様子があった際にはその情報を伝
え、子どもの状態について共有しています。必要に
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応じて児童相談所の職員による面接を行ってもらい
ます。

またケース会議を定期的に行い、子どもたちの
日々の生活や将来についてや、保護者とどう関わっ
ていくかなど話し合います。

吉江学園では、子どもたちに対してこのような対
応も行っています。例えば集中して学習ができない
子どもに対しては個別で学習を見たり、iPad など
を使用することもあります。また、暴力や暴言、問
題行動などが見られた場合、子どもに自分の行動や
気持ちを振り返らせることをします。その際、子ど
もの感情が高ぶっていて話が聞けない時は、その場
を離れ落ちつかせるというタイムアウトを用いるこ
ともあります。

子ども自身がストレスへの対処方法を持っていな
かったりもするので、その対処方法を一緒に考えた
りもしています。SST（Social Skills Training）と
いう社会性を身につける練習も様々な場面で行って
います。例えば友達が遊んでいて順番が守れない時
や会話をしている中に自分も入りたい時どうしたら
いいのかなどについて教えて、子どもたちが実践で
きるように練習を行っています。

心理療法では決められた時間に決まった場所で子
どもと１対１で遊んだり、話をしたりして過ごして
います。これらは基礎学力や自己肯定感を高めた
り、より適切な行動を身につけることができるよう
に行っています。

ここからは、医療機関と児童相談所とどのように
連携しながら子どもの対応を行っているかについて
事例を踏まえて話をさせていただきます。事例では
ありますが、一部内容を変えています。

Ａちゃんという高校生の女の子です。入所理由は
性的虐待です。家族構成は、父、母、弟です。医療
機関を受診した理由としては、児童相談所での一時
保護中に PTSD と思われるような症状が見られた
ためです。入所後に医療機関に受診しています。診
断は PTSD で、内服はしていません。

中学生の時のことです。Ａちゃんの様子としては、
家族のことを思い出し、気分の浮き沈みがあったり
しました。そのため、心理療法も行いました。心理
療法自体に拒否することはなく、色々と話はしてく
れますが、内容がなかなか深まらないという印象が
ありました。

医療機関では診察及びカウンセリングを受け、カ
ウンセリングでは虐待に対するトラウマの治療も
行ってもらいました。また児童相談所の職員との面
接を定期的に行ってもらいました。

高校生の時のことです。Ａちゃんの様子としては、
大分落ちついた状態が続いていたので、心理療法の
頻度も減らしました。医療機関でも落ちついた状態
であり、PTSD の症状も見られず、カウンセリング
は終結することになりました。児童相談所とは、Ａ
ちゃんがお母さんとの面会を行うに当たってどのよ
うに進めていくかについて話し合い、Ａちゃんとお
母さんが面会を行いました。最初はお母さんと面会
したことによって気持ちが揺れ動くことがありまし
たが、そのことが行動などに現れることはありませ
んでした。

また、接客のアルバイトも始めました。その後、
痴漢事件に遭いました。部活をして帰ってくる時に
体を触られるというものでした。気持ちが不安定な
状態になりましたが、事件の説明をしている時に急
に学校の話をしてきたり、数日後には「もう大丈夫」
と部活に行き遅い時間に帰ってきたりもしました。

そのような姿を見ていると、こちらとしては心配
になったり、Ａちゃん自身も虐待を受けてきたので、
その影響が何か出てくるのではないかというような
思いもありましたが、普段と同じように過ごしてい
ました。

その後、アルバイトでの失敗や対人関係でのつま
ずきがあり、アルバイトを辞めました。そこから働
くことへの意欲がなくなり、将来の経済的な不安も
感じて、家に帰りたいと言うようになりました。こ
のような様子を医療機関や児童相談所に伝えまし
た。医療機関では主治医より、家には帰らせられな
い、その考えを改める必要があるとのことでカウン
セリングを再開しました。また、児童相談所とは引
き続きＡちゃんの面接を行ってもらうとともにケー
ス会議を行い、家に帰る以外の選択肢など今後のこ
とを話し合いました。

Ａちゃんは、学園や児童相談所の職員と色々と話
をするのですが、自分の状況や先のことを考えられ
ずに流される部分がありました。そのことも医療機
関や児童相談所に伝え、どのように対応していくか
ということを話し合いました。継続して医療機関で
は診察とカウンセリングを、児童相談所との面接や
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ケース会議を定期的に行いました。
このような事例を通して、施設だけではなく、医

療機関や児童相談所とも関わることで子どもの様子
や気持ちを多面的に捉えることができたと感じてい
ます。また、支援の手だても色々と考えることがで
き、対応することができたと思いました。しかし、
このＡちゃんの場合は虐待の影響と考えられるよう
な行動が実際生活している場面ではなかなか現われ
てこず、こちらが不安に思うような場面も多く見ら
れました。

自分の状況をなかなか現実的に見ることができ
ず、流されるという部分も多かったため、少しでも
現実と向き合うためにどのように現実的な部分を話
していけばいいのかというような課題もありました。

児童養護施設に入所している子ども全員が医療機
関を受診している訳ではありませんが、ひどい虐待
を受け、様々な関係機関と関わるケースは多くなっ
ています。そのような子どもたちに対し、医療機関
や児童相談所などと連携することで子どもに様々な
支援も考えることができます。

また、それぞれの立場の意見や考えを共有するこ
とが子どもにとってより良い生活を送ることにもつな
がると感じています。子どもにとって何がきっかけ
となり虐待の影響が生じてくるのかは分かりません。
そのため、各関係機関と連携し合いながら、子ども
の心身のより細やかなケアを行う必要があります。

先程先生方もお話されたように、チームとなって
子どもを支えていきながら、子どもたちが安心して
健やかに生活できるようにこれからも関わっていき
たいと思っております。ご清聴ありがとうございま
した。

白崎氏　どうもありがとうございました。児童養護
施設での実際のケースなども紹介していただきなが
ら、実践をお話していただきました。

ここでしばらく質疑応答の時間にしたいと思いま
す。非常に色々なお話をお聞きして、論点というか、
たくさんあると思うので、どこに絞ったら良いかな
かなか難しいところもあるんですけれども、もう少
し聞いてみたいとか、これはどういうことだろうか
というような質問、ご意見がありましたら挙手をお
願いいたします。

分科会参加者①　今日はありがとうございました。
先生方のお話を聞いて、色々思ったことがあります
けれども、ストックホルム症候群の話だとか、DV
の話だとか、色々出てきていました。

それで、特に DV の話なんかで、今すごく問題に
なっているのが、全国で毎年 17 万人ぐらいの未成
年の子どもたちがいる中で、夫婦が離婚してしまう
とすると、やはり日本は単独親権であるのでどちら
かに親権が行く。すると、片方の親は子どもに会え
なくなる。すると、面会交流というふうになります
けれども。

今これでやはり大きく日本で問題に、今、親子断
絶防止法という法律も動いていると思いますけれど
も、DV で子どもを連れ去るというのが、一見、本
当にそういう真の DV で逃げるというのもあります
けど、例えば夫婦関係が何かで破綻して、奥さんが
例えば浮気していたとか、こういうことがあって、
旦那にも言い分があるよとか、そういう時でも女性
相談センター等では特に証拠とかなくて、法律上は
相談したら相談証明がとれるところから、すぐ DV
の相談が出て、そこで子どもを連れ去られて会えな
くなるお父さん、若しくはお母さんというのは非常
にたくさんいるのも現実だと思われます。

そこで、今出たストックホルム症候群だとか、そ
ういう問題で愛着障害というのが出てきたのですけ
れども、愛着障害、やはりお子さんと会えなくなっ
て、子どもがそういう反応性の愛着障害を起こした
りすることもあります。

ここの DSM-5 とかにはまだ、そういう DSM-4
にも載ってないですけれども、アメリカの方だと片
親阻害症候群だとか、片親阻害に対しての研究も結
構進んでいまして、そこで愛着障害とその片親阻害
の関連性で、例えば日本は単独親権なので、相手の
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ことを気に入らないともうお父さんやお母さんを嫌
いにしてしまえば良い。子どもに洗脳させよう。お
父さんはこうだったんだよ、お母さんはこうだった
んだよって常にやらせると、それは伝聞記憶みたい
になって、実際にあったように思ってしまう。それ
を例えば色んなお医者さんの前だとかそういうとこ
ろで言うと、こういうことがあったって。子どもが
言うことを取って、お医者さんが鵜呑みにしたりだ
とか。それで、片方のお父さん、もしくはお母さん
が会えなくなるというのが非常に社会問題として本
当にドミノ倒しというのですかね。ああいうような
形で、同じ症例がどんどんどんどん出ているのが今
の日本の問題だと思います。

愛着障害とその片親阻害というところに関して、
どういうような研究だとか、ご理解やそういうのが
進んでいるのかというのが１点。

もう一つは、虐待予防という名の虐待というのは
ないのかどうか。例えば性的虐待で訴えた。だけど
それが違ったとしたら、他のものがあるのではない
か。それがなかったらすぐ帰す。ただ、その後見る
と全然子どもは何も良くならないし、学校にも行け
ないし、すると何の理由だろう。母親といると何故
こういうふうになって続くのかとか、ただ、これが
リスパダールを大量に飲ませたり、ルーランとかい
う精神病薬を子どもに飲まして、すごく体への影響
あるものに対してそれを処方することで抑えつけ
る、それが解決にもなる、そういうような症例もあ
ります。

そう考えると、この虐待ということは非常に大事
であって、子どもとの面会とか、そういうようなこ
とも出てきますけれども。この虐待というと、特に
一時保護して分離するということが緊急的にはやら
れます。ただ、単独親権によって親権争いがあると、
弁護士が付くとこういうふうに言って虐待にしろと
か、こう言って DV だ、DV だと言えと言ったら実
際には通ってしまいます。

これが今非常に社会問題になっているということ
で、証拠なく認定されるお父さん、お母さん、今は
お母さんでも DV と言われたら、子ども連れ去られ
て引き離されるというのもあるのが現実です。

こういう中で、虐待というのと、本当にその親子
の関係というのについてきっちりと、今研究だとか、
そういう特に片親阻害とかで進んでいるのかどうか

というのをお聞きしたいと思います。

白崎氏　ありがとうございます。離婚が非常に増
えている現状の中で単独親権ということもあって、
DV などがあると特に片方の加害者と会えないとい
ったような事態が結構生じているのではないかとい
ったようなことで、その片親阻害と愛着障害のこと
が１点。そしてもう１つが、それと関係していると
思いますけれども、証拠が十分でないのに離されて
しまって、そこでもう一つの虐待が起きているとも
言えるのではないかといったようなご質問と捉えれ
ばよろしいですかね。この点についてどうでしょう
か。友田先生、よろしいですか。

友田氏　大変難しいのですが、良い質問をいただき、
大変ありがとうございました。これ、会場の皆さん
と考える事項だと思います。

誤解していただきたくないのは、母子家庭だから、
父子家庭だからと、片親だから愛着が上手く形成さ
れない。それは大間違いです。

例えば両親が小さい時期に病気で亡くなられて、
養育されているのがおじいさん、おばあさん。もう
すごく良いアタッチメントが形成されている家庭や
ケースはたくさんいらっしゃいます。ですから、母
子家庭になったから愛着の形成が阻害されるとか、
父子家庭だから、母親がいないからということはま
ずあり得ません。これは先程の特別講演の遠藤先生
もおっしゃってたように、しっかり話を聞いたり、
触れ合う時間を持つ。それから、保育園に預けてて
もちゃんとした保育士さんや、そういう養護をして
くださるような人たちとも愛着形成されるので、例
えば片親家庭だから愛着の問題ができたり、そうい
うことではございません。

それと追加で申し上げると、少し誤解があると思
うのですが、面会交流が全ていけないと言っている
のではなくて、今、親子断絶防止法案というのが超
党派の議論で成立しようとしていますけど、大変誤
解があって危険だと思います。

何故かと申しますと、面前 DV で被害に遭ったお
子さんたちのトラウマ反応や、成人後の様々な症状。
今日の正にテーマである医療的な影響というのをご
存じない方が多過ぎるからです。

先程先生もおっしゃった、面前 DV の影響を受け
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た被害者であるお子さん、それがいわゆる大人目線
の考えで面会交流をしなさいと。そういうことで、
どんどん症状がまた増悪してしまう。結局、良い方
向に行ってたのがまた悪になると。

私もいっぱい経験していまして、実は面前 DV の
被害者、父親の方が DV の被害者であったり、母親
の方、どちらもございます。ある親御さんが加害者
である。別の例えば旦那さんを DV したと。その旦
那さんの方が引き取ってお子さんを見ているのです
が、結局、加害者であったお母さんが面会交流しな
さいと。それがいわゆる裁判所の事務的な論理だっ
たら、TF-CBT で完全に良くなっていた症状がま
た 100％出てきました。大変恐ろしいことです。

結局、面前 DV の影響というのをもっと皆さんが
ある意味、一般社会の方が勉強していただきたいと
いうのがあります。後半の質問はなんでしたっけ。

白崎氏　十分な証拠がないと思われる中で DV とか
いうふうに主張すると、それで引き離されてしまっ
ている現状もあるのではないかといったような話だ
ったのではないかと思います。

友田氏　その十分な証拠というか、どれだけそのた
めに児童相談所が頑張っているか。それを頑張って、
もう時間も寝る暇もないぐらい頑張っていただいて
いるのは児童相談所のスタッフだと思います。

分科会参加者①　ありがとうございました。私も障
害者の虐待だとかは担当でやるのですけれども、障
害者虐待防止法とか、高齢者虐待防止法は、ちゃん
とその虐待の調査というのが法文に入っているはず
です。ただ、DV 防止法というのは何故か相談機関
は入っているけど、事実の認定は入ってない。ここ
がまだ私も非常に問題だなって思います。

逆に相談したら、相談証明というのが出ちゃう
と、それでお父さん、若しくはお母さんは住民票の
係にそれ出されると、それでもう子どもを連れ去ら
れちゃうというのは、これ弁護士も知っているから
やる訳です。これの被害者として親権争いに上手く
お医者さんが使われちゃったり、後で本当はその時
に虐待だ、DV だと言えば良いのに、何年も経って
から虐待だ、DV だと言って有利に面会をしないた
めとか、親権取るためとか、そういう時に悪用され

るケースがあって、またあんまり良くないですけど、
診断書を偽造したりだとか、カルテを改ざんしたり
だとか、結構裁判所に出すものでもカルテを差し換
えたり、追記があったり、空白があったり、色々書
き換えがあったりとか、そういう問題も今出ていて、
これは大きくなるかもしれませんけれども。

なので、本当に子どものことを考えた時に果たし
て、相談機関やお医者さんにしてもそうですけど、
一方の話だけ聞いて、鵜呑みにそれが正しかったの
かとか、本当に虐待だったのかだとか。あと、子ど
もがこう言っているからといっても、これって伝聞
記憶といって、３歳、４歳がお父さんやお母さんが
片親世帯で悪口を言われたりしたら、多分、事実の
ように思って、それを現実に話してしまうとすると、
それが事実として捉えてしまったら、もうそれは引
き離されたお父さん、お母さんはやってないのに、
これは違うといって、本当にそれで家族全体を巻き
込んじゃうと。支援者にしてみればその当事者を救
いますけれども、そのおじいさん、おばあさん、い
とこ、家族を、みんなを考えた時に、みんなの環境
をバラバラにしてしまうという、非常にこういう虐
待問題というのは複雑なところがあると思いますけ
ど、その辺の介入についてはどういうふうに考えて
いるでしょうか。

友田氏　追加でまたよろしいですか。そういうエキ
セントリックなケースもあるとは思いますが、私が
今日強調させていただきたいのは、やはり子ども目
線で見るという発想がない。

先程医療者が片親に言われたままに診断書を書
く。まずあり得ないです。臨床心理士、先程水島心
理士も申しましたように、要するに心理面接という
のは１回では済まないです。何回も何回も子どもと
最初に信頼関係構築して、全く赤の他人である大人
に子どもが話をするというのは、やはり信頼関係の
構築からいきましてちゃんとしたアセスメントをす
る訳です。そのアセスメントがなされた上で、子ど
もがどういうふうに不法な症状が出てるか。あり得
ない、考えられないけど、面前 DV によって色んな
心の問題が出てくるというのを客観的に評価した上
で意見書又は診断書、それから調査官への連携や、
そういう介入をする訳です。

ですから、おっしゃることは非常に全部のことを
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物語っているとは思えないですが、いかがでござい
ますでしょうか。

水島氏　追加でよろしいですか。私たち心理士が虐
待を受けた子どもに関わる時に、一番最初に考える
のは、この子が将来大人になってどんな親になるの
かということを考えます。今起こった出来事、その
出来事のエピソードが強烈であればある程、私たち
は非常に心が揺さぶられるのですけれども、重要な
のは、その出来事がこの子の人生にどのぐらい影響
を与えるのか。この子が健全な親となるのにこの出
来事がどのぐらい障害になるのかということを私た
ちは考えているので、そのエピソードの強烈さに揺
さぶられないで、この子にとって必要なことは何な
のかということを一生懸命考えて、先生方と相談し
ながら支援をしているという状態です。

分科会参加者①　ありがとうございました。

白崎氏　調査に当たっては十分なアセスメント、多
面的なアセスメントをある程度時間をかけてやって
いく必要があるということだと思います。では、他
にご質問などないでしょうか。

分科会参加者②　友田先生にお聞きしたいのです
が、友田先生から発達障害と愛着障害は似て非なる
ものというご説明があったかと思いますが、そこを
もう少し教えていただきたいのと。やはり行動とし
て同じような行動パターンをするので、発達障害と
いう診断をされてお薬を飲んでいる子どもたちも多
くいるかと思いますが、愛着障害の場合のお薬の効
果も発達障害のお子さんと同じなのか。その辺も含
めて、もう少し教えてください。

友田氏　とっても良い質問ですね。本当にありがと
うございます。私は今日、時間が足早に過ぎてしま
いまして、その辺を詳しくお話できなかったので、
良い質問ありがとうございます。

私が何故その似て非なるものって申し上げたの
は、最初の成り立ちがやはり後天的なものと先天的
な要因、もちろん発達症というのは、結果的に発達
軸で見るとどんどん教育や療育によって変わってい
くので、あんまり障害というふうに私たちはしたく
ないですが。発達の特性というのはどなたも持って
おられます。それにアタッチメントが加わるか加わ
らないかで、その発達症の予後も変わってきます。

確かに今日のお話で申し上げましたように、症状
的には ADHD、注意欠如、多動症や自閉スペクト
ラム症のような症状を呈しますが、環境を変えるだ
けでその症状が変わったりすることが愛着障害の場
合はあり得ます。

あと、先程治療のことを知りたいとおっしゃっ
たのですが、治療も違います。ADHD のお薬は抗
ADHD 薬というお薬が、今、２剤、もうすぐ３剤。
そして、多分、アメリカやヨーロッパ並み、欧米並
みに幾つか選択肢が出てくるような。

そのお薬の相性が合えば、大体臨床症状は改善し
ますので、予後も良いです。知的な問題もありません。
ただ、愛着障害の場合は似たような症状ですが、な
かなか ADHD のお薬だけでは上手くいかないです。

私もよく誤診していましたので、ADHD だろう
と思っていたら、結果的には愛着障害だったと。も
ちろん、発達障害で育てにくいお子さんを親御さん
が暴言したり、やはり激しい体罰、そういった時は
もうどちらか分からないのですが、環境を変えたり、
それから特性は一つの特性として理解したり、ペア
レントトレーニング、それから SST です、今日も
話が出ました。そういったことによって速やかに良
い方向に行くというのが一つの発達症の特徴でもご
ざいます。

愛着障害の場合は、今日、いくつかの事例も出ま
したし、分かりやすかったと思います。多機関で連
携しないといけない。正に多機関で、多領域で育ち
を見守っていく。その中には愛着の再形成、トラウ
マの治療、それから学校の先生も今日、会場におら
れますけど、そういう特別な学習、サポート、そういっ
た総合的な支援、CARE をやらないといけない。
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そういう治療をやるという意味では、やはり発達
症の見守りと愛着障害の見守りは若干ずれてきます
し、ヘビーですし、皆さんの時間やエフォートももっ
とかかると思います。それは覚悟して、やはり脳科
学的に見ますと重症です。だから、納得されるかも
しれませんけど、それだけ心してかからなくてはい
けない。一筋縄ではいけないと。

ついでに申しますと、CARE というのは大変ど
んどん今日本でも色んなところで活発に行われてい
る一つの母子、親子の介入の一つとしていますので、
今年の３月か、来年度、４月、５月、６月ぐらいの
早い時期に福丸先生を呼びまして CARE のワーク
ショップを福井、私のところでさせていただきます
ので、またご案内させていただきます。よろしくお
願いいたします。

白崎氏　ありがとうございます。
愛着障害、発達障害、非常に児童精神科の領域で

も大きな問題になっていると思いますので、新井先
生のところでも発達障害の方、子どもさんもたくさ
ん見ておられると思いますけれども、今の質問に関
しては何かございませんでしょうか。

新井氏　友田先生が今お話してくださりましたよう
に、発達障害と愛着障害というのはものすごく見分
けづらいかなと思います。

多くの説明にもありましたけど、その後の環境を
整備していくというのもなかなか難しいところなの
で、しばらく判断がつかないということもあります
かね。本当に難しい問題です。

白崎氏　よろしいでしょうか。では、他にありませ
んでしょうか。

分科会参加者③　今日はありがとうございました。
大阪府で発達障害者向けのグループホームの支援員
をしております。子ども虐待というのと密に関わっ
ている訳ではないですけれども、そのグループホー
ムの中で一つ、発達障害を持ってない 19 歳ぐらい
の男の子が１人おりまして、何でその子が発達障害
者向けのグループホームに入ったかというと、元々
小学生の頃に小学校に通っている時に、もしかした
らこの子は発達障害かもしれないと言われて、診断

受けたところ、アスペルガーというふうに診断され
たそうですけれども。その後、支援学校に行くのか
普通の一般の中学校に行くのかっていうふうに選択
を迫られたところ、その子は支援学校に行くという
ふうに決断して、中学校、高校と支援学校に行った
そうです。

卒業してから、再度、診断を受ける機会があって
受けたところ、全くアスペルガーというふうな診断
は出なくて、代わりに精神科に行ったところ、鬱病
とあと愛着障害というふうに診断を受けたそうです。

その子は、子どもの頃からずっと親からネグレク
トを受けておりまして、母親からネグレクト、父親
から暴力を受けておりまして、ずっと一人で何とか
生きてきたという状態だったそうです。

今やっと支援学校を卒業してから市に保護されま
して、市は発達障害者向けのグループホームに支援
を依頼してというふうに今は入っていますけれど
も、その子自体は一般就労をしたい。今は生活保護
を受けて生活してるいのですけれども、できれば普
通に生活して、自立してと考えていますけど、やは
りどこかでその愛着障害の部分がすごく強く残って
いて、今もずっと薬を手放せない状態です。

もう今年で 20 歳になるのですけれども、やはり
子どもの頃の傷というのが成人になってからもすご
く強く残って、その後、結婚とかしていた時に加害
者予備軍といったら悪いですけれども、もしかした
らその子自身も虐待の加害者になる可能性があるの
ではないかなという危うさを少し持っていまして、
成人してからの被虐待児のケアという部分に関して
どのように思われているかというのを少しお聞かせ
願えればなと思います。

白崎氏　先程の友田先生のスライドにもありまし
た。資料の 78 ページにも載っていますように、成
人後の精神疾患ということで鬱病だったりとか、
色々な依存症などに行く方もたくさんいらっしゃる
かと思いますけれども。

そういった子どもさんができた場合に虐待の連鎖
になってしまう場合があるのではないかということ
で。そういった成人された方へのケアについて何か
お話いただきたいということかと思いますけれど
も、いかがでしょうか。新井先生、お願いします。
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新井氏　ご質問ありがとうございます。成人という
ところですけれども、やはり年齢で支援する人たち
の関わりが切れてしまうというところが一番大きな
問題かなと思っています。

要するに、愛着の問題というのは、誰か支えてく
れる人がいる、いつでも相談に乗ってくれる人がい
るかというところになるかなと思います。なので、
今まで抱えていたものを話していってトラウマの治
療をしていくというのは、多分、今、通院されてい
ますもんね。そちらでされているかと思います。

多分、皆さん、それこそ学校の先生だとか、一旦
関係が切れていますけれども、その後もよろしけれ
ば相談に乗ってもらえると良いかなと思っていま
す。先程例に挙げました、うちの大府特別支援学校
の先生もそうですし、私たちと一緒に連携してやっ
ています児童支援施設だとかの先生方も、退所した
児童が遊びに来て、それこそ子育ての仕方が分から
ない。赤ちゃんが泣いているけど、何で泣いている
か分からないとか、そんなことも。普通に泣きます
もんね、夜だったら。ミルクあげればよかったりと
か、おなかすいてるぐらいの意味だったりしますけ
ど、そういうのを教えてあげるという人がいたりす
ると、時間とともに自分で働けるようになった、子
どもを育てれるようになった、友達ができるように
なったというので自信をつけていって、だんだん回
復していくかなと思います。

分科会参加者③　ありがとうございます。

白崎氏　児童の間は児童相談所とか養護施設とか
色々ありますけど、大人になった場合になかなかそ
ういったところがやや切れ目ないというところで、
少し問題が生じたりとかいうことが出てくるのかな
と思います。

障害者の支援施設なんかでもそういった形で支援
をしていただけるととてもありがたいなというふう
に思います。

友田氏　新井先生がいわゆるポイントを言っていた
だいたのですが、やはりそういう被虐待者で愛着形
成の問題がある方も、ある時期になったら、やはり
そういう居場所や生活の不安をなくすだけではなく
て、やはり就労支援、そういったものは発達障害者

と同じようにやっていかないと、自己肯定感が上が
らないです。自分もこうやって社会に役に立つのだ
という。

生活スキルというのは、当然、そういう学校教育
ですが、やはり就労支援の中できちっとそういう何
らかの社会に自分も貢献できるという、そういうも
のも一つ大事な支援なので、是非そういう支援も
やっていただきたいですし、大人になっても愛着の
問題というのはある意味で残ると思うので、そう
いった心理治療は。

今、トラウマもそうですが、自由診療が多くて、
お金が掛かります。今日厚労省の関係者の方いっぱ
いいらっしゃるので、そういうなかなか保険が通ら
ないような診療も是非今後認めていただければ思い
ます。

何故なら、お金がない人たちばっかりです。そし
て、また就職もなかなか就活も上手くいかない。で
も、そういう中で、やはり支えていただける、そう
いうホームがあったり、そういう人がいらっしゃる
ということは大変大きな支えになると思います。

追加で申し上げました。

白崎氏　あとお一人ぐらいお受けできるかと思いま
すが、いかがでしょうか。

分科会参加者④　今日はありがとうございました。
まず１点お伺いしたいのですけれども、先程友田先
生のお話であったスマホをずっとさせているのは虐
待ではないかというお話がありましたが、実際、最
近、スマホの使用状況についてアンケートをとる機
会がありましたけれども、その時にやはり長い時間
スマホをしている子というのは学校生活の中で見て
いても我慢する力とか、すぐ諦めてしまったりと
か、落ち着きがなかったりしたということがありま
した。そういう子に対する支援でこうすると良いと
いうのが何かあったら教えていただきたいなという
のが一つ。

友田氏　良い質問です。ありがとうございます。最
後の質問になると思うので手短に申し上げますが。
学校の現場だけではなくて、子育ての現場でこうい
うスマホとか、PC 端末、それから色んなゲームと
かがもう浸透してきています。ポケモン GO で交通
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事故が起きる時代です。
要は、私が申し上げたかったのは、学校の現場も

そうですし、子育ての現場で若いお母さんが、もう
ずっとラインばっかりしていて、赤ちゃんが泣いて
いようが、もう構わず、ずっと。ネグレクトと同様で、
もうずっとそういうスマホを触っています。子育て
のストレスをそういうご自分がスマホをさわって解
消する。それを特に今日、申し上げたかったのです。

学校の現場で子どもたちがゲーム依存症、イン
ターネット依存症。課金がかからなくてもずっと動
画を見ているお子さんが大変増えています。どうい
うふうに処するか。

一つは、報酬系が弱くなっています。ゲームとか
で勝つと、報酬系がくすぐられる訳です。色んな意
味ではまっていきます。大人のいわゆるギャンブル
依存と一緒です。

ですから、我慢させるという時間を作る。例えば
月曜から水曜まではしないけど、木曜と金曜日に
30 分ずつ。それができたらご褒美シール。トーク
ンエコノミーというのですけど、ご褒美シールか、
スタンプでも良いです。それが 10 個もし集めたら、
土曜日に 40 分か 50 分長くするとか、学校の中でも
何かそういうルールを作っていただきたいです。

それは学校だけではないです。家族でも、トーク
ンエコノミーは、スタンプを 50 個集めたらとは、
その我慢をしたらということです。時間を決めると
いうことに子どもを慣らして我慢できたら、そした
ら１か月に１回だけ日曜日３時間し放題というよう
なルールを作るとか、それは色んなやり方があると
思います。

子どもにやみくもにやるなと言っても、大人が
やっているのですから、そんな子どもがもう完全に
中止は無理ですし、難しいです。逆にそれでまた暴
言虐待とか色んな親子の関係性が障害しますので、
この際、トークンエコノミー。私たちがスタンプを
貯めたり、ポイントを貯めたら少しショッピング安
くなるとか、そういうのと一緒です。何かトークン
エコノミーを使って、子どもたちに我慢することで
ご褒美をもらえる。それは結果的に自分が自分をコ
ントロールできるという証明にもなります。あとの
ルール作りはもうその先生方にお任せしますし、ご
家庭でも。

特に私が今日、申し上げたかったのは、若いお母

さんたちがスマホいじって、赤ちゃんが泣いてても
顔も見ない、そういうお母さんが本当に増えている
ということを今日は警告したかったのです。

白崎氏　ありがとうございました。十分に一つのテ
ーマを深めるという形にはなりませんでしたけれど
も、色々な観点からご質問もいただいたので理解が
深められたのではないかと思います。

せっかくですのでお一人ずつ、今日の議論を踏ま
えての提言でもご感想でも結構ですので、新井先生
から一言ずついただけますでしょうか。

新井氏　今日はこういう機会を与えてくださって、
本当にありがとうございました。

虐待の臨床を日々やっていますけれども、年々理
解してくださる方々が増えていって、子どもたちに
とっては良い環境ができつつあるのではないかなと
思っています。ありがとうございます。

荒木氏　今日はありがとうございました。なかなか
施設に入っている子たちも難しいケースが多くて、
日々奮闘しながらやっているのですけれども、また
今日もたくさんの先生方に勉強させていただいたと
思っていますので、また施設に帰ってこの経験を活
かしていきたいと思います。ありがとうございました。

友田氏　今日、会場の皆様とこういう時間を、貴重
な時間を共有できて大変私自身うれしゅうございま
す。ありがとうございました。

また、こういう機会を作るっていただきました厚
労省の関係の方、それから県関係の方、本当皆様に
感謝でございます。

私が申し上げたいのは、要するに今通告が早く
なっていますよね。気付きが早い。しかし、やはり
親御さんは子育てに一生懸命です。それで一生懸命
なしつけの中で自分にストレスがかかっている時に、
結果的に激しい体罰やそういう言葉の暴力になると
いうことにほとんどの方が気付いておられない。

だから、私は今日、何か偉そうに養育者支援が必
要だ、必要だと言うけど、なかなか支援の手に乗っ
かってくださらない。結果的には児童相談所が介入
するという大変な状況。労力とか時間を考えたら。
何とかそれを上手く、もっと早いうちに、親御さん
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は、一生懸命で悪気がある訳ではないのです。一生
懸命の中で結果的には通告されるようなケースにな
ると。その辺を何とか考えていかないといけない時
代になったと思います。

もう間違いなく 10 年後、20 年後はもっと少子化
が進みます。少子・高齢化で。本当に人口も減りま
すし、労働人口も減ります。そんな中で、こういう
子ども虐待防止に関わるフォーラムというのはある
意味で今後ももっと色んな活発な意見を出し合って
いかないといけないと思います。ありがとうござい
ました。

水島氏　今日はこのような機会をいただきまして、
どうもありがとうございました。

私は、今日、この皆さんとのやりとりを聞いて思っ
たのは、やはり虐待というのは人がつくる病理だな
と思っていました。人が人に対して病的な働きかけ

をするということがその人の人生をどんなふうにす
るのかということのやりとりを聞きながらずっと考
えていました。これからも子どもの声をしっかり聞
いていきたいなということを思いました。今日は非
常に色々勉強になりました。どうもありがとうござ
いました。

白崎氏　どうもありがとうございました。午前中も
会場がほぼ満席でしたし、午後の分科会もこの分科
会も恐らく百何十人か入っていると思います。やは
り虐待について、DV について皆さんが関心を持っ
ていただくと、我々が関心を持つということがとて
も大事だと思いますし、こういった形で理解を深め
ていくということが支援にもつながっていくと思い
ますので、今日のこの分科会がそのきっかけになれ
ばと思います。どうもありがとうございました。


