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各位

　　　　　　　　　　　　　　財団法人

　　　　　　　　　　　　　　資生堂社会福祉事業財団

　第32回資生堂児童福祉海外研修報告書の送付について

拝啓　時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

日頃より、弊財団の事業につきまして格別のご高配を賜り厚く

お礼申し上げます。

この度平成18年度事業として実施いたしました、表記第32回

児童福祉海外研修の報告書が完成いたしましたのでお送り

いたします。

ご一読を賜り、ご参考に供していただければ幸甚に存じます。

敬具



第32回（2006年度）

資生堂児童福祉海外研修報告書
　　（アメリカ　オレゴン州・コロラド州）

ffH
「

⑤

り
ー

2006年8月24日第32回資生堂児童福祉海外研修結団式

岩
　
田

内
　
海

瀧
　
野

下
　
井

大
　
谷

真
　
野

宮
　
内

菅
　
原

秦佐
々

木

篠
　
原

田
　
村

高
　
橋

資
生
堂
社
会
福
祉
事
業
財
団

内
田
常
務
理
事

八

楽
児
童
寮

太
田

団
長

全

国
児
童
養
護
施
設
協
議
会

加
賀
芙
会
長

資
生

堂
社
会
福
祉
事
業
財
団

前

田
理
事
長

厚
生

労
働
雀

吉
田
課
長
補
佐

全

国
社
会
福
祉
協
議
会

笹
尾
児
童
福

祉
部
長

資
生
堂
社
会
福
祉
事
業
財
団

山
下
事
務
局
長



CONTENTS

実施要綱…　…・………　…・・……・一・…………　…・一・…一・一　　　…・・…・・…　　　…　ユ

あいさつ全国児童養護施設協議会会長加賀美尤祥…　……・……　　　・・…　……・…・…・・…　2

団員紹介・…・…一・・…・……　……　…・…

団長報告・…・…　’・…　……・・…・・…・・・…

事務局報告・’・・一………　……　一・・…　一・一

研修スケジュール……………・…・・……・

訪問先紹介・………・・・・・…　ttt…・・…　…・

研修にあたっての団員の想い・……・……’・・

一一一・一… 　一…　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3

－’・・・・… 　一・・一　　　　　　　　　 一・ 　　・・…　 5

・・・… 　一一一・・一・・一・一・…　一・・一・・　　　　　　一・6

・・・・・・… 　一一・・・・・・　　　　　　　　　・・・・・・・…　7

’”… 　一・・一…　　　　　　　　　　　　　　　一・…　9

・一・一・・・・・・・・・・・・・ 　・・・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…　　12

第1章　児童福祉の現状

　1，アメリカの児童福祉…　…・…・……　……　………………・・…・…・………tt・……13

2．日本の児童養護と愛着について・……・…・・…　　　　　　　　　　　　　　　　　　…18

第2章　脳の発達と愛着の絆

1．はじめに………・・…・・…・…　tt・……………・・…・…………　’・t・・…　－ttt・……21

2．脳の発達…………・…・…・………・…　…・・…　…………・・……・……・…・…・22

　2．1　脳の構成・・………………・・tt……………・・・・…　………　…・……　………22

　2．2　脳の発達……・…・………・……・・……………　……………・……・…・tt・24

3．赤ちゃんの脳神経回路の発達について毛糸を使って理解する・……・…………・…………28

　3．1情緒的な対応をする親に育てられる赤ちゃんAの脳神経回路の発達……・・…………・…28

　3．2情緒的な関わりを満足に得られない赤ちゃんBの脳神経回路の発達……・・…………・…30

　3．3　まとめ…　一…　……・……・・……・・一……　…・・…・・……　…・・…・・…・・・・・・・・…31

4，脳の発達に目を向けて……　……・……・・………………tt・一……・…tt・・tt…・…・32

第3章　オレゴンヘルシースタート

1．オレゴン州における児童虐待への対応について…・　　　…

　1．1　児童虐待に関する法律の歴史一・……・・…・

　1．2　オレゴン州の州法…・…・・・・…　……・…・・

　1．3　児童虐待への対応………・…　………　…・……

　L4　養子縁組と里親資格・…・…………・・t・…

　1．5児童虐待への対応に対するまとめ…・・・・……

　1．6　日本との比較・……・・・・・・・…　…・・…・・…

2．乳幼時期の家庭に焦点をあてて…・……・……

　2．1　はじめての赤ちゃん・・…・…・・………・…

　2．2　日本における乳幼児期の家庭支援…tt……・

　　　・　　．　　　，　　　・

　　P　　，　　　，　　　層　　　　　　．　　，

　　．　　．　　　．

．　　，　　　．　　　　　　　　　　　　　　　．　　，　　　「

　　　　層　　，

　　．　　．　　　層　　　　　　　　　．　　「

・・・　　　・・・　　　・・…　　33

　　・一・一　・一・・　　・…　33

　’・・　　　　　　・・・　　　・…　　－33

・・ 　　　　　　　　　・・・・　　・・・…　34

　　　　　　　　・’…　　一一35

　　　　　　　　－一・　　　・35

　　　　　　　　　　　　・35

　　　　　　　　　　　－・36

・・ 　一・　　　　　　　　　　　　　・一’－36

・・ 　　　　　　　　　　　　　　　・・…　37



3．オレゴンヘルシースタート…一・…・…　……’・一…一…　…・……・……・

　3．1　ヘルシースタートの歴史…’…・・……　…・…　……　tt……・・…・．・…

　32　概要・…………・…・…　…・………・・・・・…　………・…　…・…

　3．3　ヘルシースタートにかかわる機関／セーレム市・『…・・…　………tt……

　3．4　ヘルシースタート支援の実際………・・………・……・・…・…・・・・…

4、その他の支援プログラム…・・’・・…・……・・・・・………＿＿＿．＿．．＿

　4．1　「親業を楽しむ」（Make　Parenting　A　Pleasure　Cuniculum）…・・…・・・…　…

　4．21つみき保育園j（Family　Building　Blocks）…・・…・・…・……・…・・－

5．これからの日本における子どもと家族の支援～ヘルシースタートを見て～・…・…

　5．1　「こんにちは赤ちゃん訪問」に期待できること・…・…’…tt……・……・

　5．2既存の機関に期待できるものtt………・・・……・…・・……………・

　5．3　これから自分たちはなにをするのか…・……………・・…一……・…

囲私とオレゴンヘルシースタート

・・一一… 　　一一一38

　－…・・・・・…　38

　一・・・・・・・・…　38

・・一・・… 　　一・・…　41

・・一一一・一一・・
44

　・・・・・・・…　　一一56

　・…　　一・・・・・…　56

・・…　一・…　一…　60

・・一一’一・…　　－63

　’・・・・…　　’…　63

・・・・・・・・・… 　一・63

　　　　・・・・・…　64

　　　・・・…　　一・・65

第4章　修復的愛着療法（Corrective　Attachment　Therapy）

　1．研修先（ATTI）の概要・……　…………・……tt・……・・…・tt…・・…　tt…

　2．愛着とは・……tt・t－・・tt・…・……・・…・……tt・…　…・・…　…＿　　　　．．．．

　3．愛着障がいとは…・・……・…・・一・…・………tt・…．tt・・…＿．＿

　4．修復的愛着療法の概要…・………・…　…・…・…・…・…・…・・…・・

　5．2週間トリートメントプログラム・………・・・・…　…・………・tt・………

　6、治療の実際・・’……　一・・…・・…・・……・…・・…・…・…・・・・・…　…・・

7．ATTIにおける治療についての調査結果

8．私たちの実習体験…………・……tt……

9．愛着の治療に対する今後の課題…t・t

　　　　　　　　　一71

　　　　　　・・一…　72

・・・ 　　　　　　　　…　　一…　73

・・・ 　・・・　　　・・　　…　　－74

　　・・・・　・・　・・…　84

　・・・・・…　　　　　　　　－86

　　　　　　－・・…　97

　　　　・…　　一…　　一一98

’’’’’’ 　’’’”・一一100

第5章　提言日本の児童福祉が目指すべき道

　1◇アメリカの視点から………………・・…　…・・…………・・…　　…

　2．団長の視点からtt…・・…・……・……・・…・………・・…・・…・・

　3．現場の視点から…・・……・・……・…　…・tt・・………・・一…

私の行動宣言・……・・…・………　一・・…　…　　　　・…

団員名簿…・…………・・・…　………・・　…　…

資生堂児童福祉海外研修の実績一覧……・

編集穆…言己…　　’・…　　77’一・『『・・『『『・・一・一・・・…

付録・……・……　……・・…・…　……・・…

　　　…　　　　　　103

．．． 　・・・　　・…　　　　　　　　105

　　　　　　’　　　…　　107

一・・・ 　　　　　　・・・…　　109

　　　’’’’’’”・’－111

　　’’’’’’’’”…　112

　　・・’・・・・・・・・…　113

　　・一一’・一一・・114



実施要綱
●　．　・◆・　．　．●　・●・●・　・　．　・…　　　　●　●　■●　●●　●　●　●　■　■舎　●　●　■　●　■●　●　■　●　●　●　●　■　■　●●　●　●　●　■　■　■　●●●　■　■●　●　●　■　●　■　■　■　■　●　●　●　●　●　■　●　●　●

1．目的 児童福祉施設の中堅職員を対象に、福祉先進国の福祉情報、専門知識、処遇技術、

施設の運営形態などの研修に加え、広く訪問国における人々との交流を通して、参加者

の幅広い人間形成と資質の向上を図り、将来の児童福祉界を担う人材の育成を目ざす，

2．主催 財団法人　資生堂社会福祉事業財団

3．後援 厚生労働省、全国社会福祉協議会

4．研修テーマ 「愛着の絆～その結び方と修復について」及び虐待予防策「オレゴンヘルシースタート

プログラム」の研修

5．主な研修内容　（1）愛着治療・訓練所における修復を目的とした愛着療法技術研修

　　　　　　　　　　・講義　反応性愛着障がいと癒しの親業について

　　　　　　　　　　・演習　愛着障がいのアセスメントの技術、愛着を深めるコミュニケーション法、

　　　　　　　　　　　　　　人生脚本の書き方、養育的抱擁過程、癒しの親業、ロールプレイ

　　　　　　　　　（2）オレゴン子どもと家庭協会における、

　　　　　　　　　　・「ヘルシースタート」のための各種プログラムの研修

　　　　　　　　　　・「ヘルシースタート」プログラムを実践している家族支援ワーカーについて家庭訪問

　　　　　　　　　　・被虐待児を癒す緊急保育所の見学等

6．研修先 アメリカ西部地区（コロラド州’オレゴン州）

7．実施期間 2006年9月23日（土）～10月7日（土）（15日間）

8．推薦要件 （1）過去に他財団、団体の主催する同種の海外研修に参加していない者。

（2）職務経験年数が5年以上で原則として年齢が45歳以下の者（2006・4－1現在）。

（3）日常児童の処遇に真剣に携わり、本テーマによる研修について高い関心を持ち、

　強い意欲と責任感のある者。

（4）心身ともに健康で長期にわたって児童福祉に貢献できる者。

9．選考方法 全国児童養護施設協議会、全国乳児福祉協議会、全国母子生活支援施設協議会、

全国児童自立支援施設協議会、全国情緒障害児短期治療施設協議会、全国児童家庭

支援センターなど関連団体の推薦にもとづき、資生堂児童福祉海外研修選考委員会の

審査により決定する。

10．研修報告書の作成及び発表

　　　　　　　　　（1）研修団は、2007年3月末までに報告書を作成する。

　　　　　　　　　（2）各施設協議会などが主催する研修会などにおいて、研修結果の報告を行う。
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あいさつ
・●●■■●●●■●●●●◆■●■●●●●●■●●●●●●●●■●●●●●●■■■■■■●●●●●●●●●．・．◆．●…　　　．．．・．・．・．…　　　．・

全国児童養護施設協議会

会長　加賀美　尤祥

本年も財団法人資生堂社会福祉事業財団が主催

する「第32回資生堂児童福祉海外研修」に児童養

護施設をはじめ児童福祉施設の職員、団長他12名

が研修生として参加し、アメリカ西部地区（コロラ

ド州、オレゴン州）において貴重な学びの機会を

得られたことに、心より厚くお礼申し上げます。

我が国の家庭内虐待問題は、平成17年度児童相

談所への虐待通告相談件数と市町村福祉事務所

扱いを合わせて7万件を超える数に達し、ますま

す深刻化の様相を呈しています。

それに伴って、児童養護施設の満床状態や入所児

童の抱える発達課題の重篤化が進み、多くの施設

養護の場は正に混乱し、混迷状態にあります。と

りわけ、家庭における養育不全を幼少期から重ね、

愛着関係に問題を持つ子どもの占める割合が急増

し、中には深刻な反応性愛着障がいに至り、逸脱

不適応行動をくり返す子ども、また行動障がいに

発展する子ども等の入所が増加してきております。

こうした現状の中、平成18年度の当研修プログラ

ムは、「愛着の絆～その結び方と修復について」と

題してコーディネーターにその道の優れた実践家で

あり研究者であるヘネシー澄子先生をお迎えし、

愛着障がいの子どもへのアタッチメント訓練や治療

に多くの実績を重ねてきているオレゴン州、エパ

グリーン心理治療センター他において、講義とワー

クショップ形式による実践的内容で研修生の募集

が行われました。

その結果は、従前をはるかに上回る応募があり研

修候補者の選考に大変苦慮する状態でありまし

た。これは、現在の施設養護の場の混乱、混迷、

苦悩の実態を如実にあらわすものだといえます。

そうした意昧で、今回の研修報告書には衆目が寄

せられるものであり、かつ施設現場の実践にとっ

ても貴重な資料となることが期待されます。加え

て今回参加した研修生には、自身の施設はもとよ

り地域の施設機関職員へもその成果がフィードバ

ックされ、もって地域の子ども福祉の向上に寄与

されることを切に願うものです。

最後に、当財団の優れた研修プログラムの企画実

践から報告書の作成に至るまでお世話いただきま

した資生堂社会福祉事業財団の皆さまに改めて深

甚なる感謝の意を表し、ご挨拶とさせていただき

ます。
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団員紹介

【愛知刷

団長

八楽児童寮施股長

太田　一平

＝＝　＝＝＝：

【宮城県】

児童養護施股

旭が丘学薗
児童指導員

菅原　竜喜

陳京都）

児童養護施設

東京恵明学園児童部
児童指導員

岩田　直之

【神奈川県】

児童養護施設

旭児童ホーム
臨床心理士

内海　新祐

仙梨県】

児童養黄施設

山梨立正光生■

保育士

秦　弘美

【長野則

児童芸唐施般
慈恵園

保育士

下井　沙織

【兵庫県】

児童養護施設

三光塾
児童指導員

瀧野　真継

1三重県】

乳児院

エスペランス四B市
児童指導員

真野　智弘

【京都府】

母子生活支援施設

野菊荘
母子支援員

佐々木絢子
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陵媛県】

児童自立支援施設

愛媛県立えひめ学園
児童自立支援専門員

宮内　千穂

【大阪府】

慎緒障害児短期治療施設

あゆみの丘
児童指導員

田村　薫

【群馬刷

児童家庭支援センター

児童家庭支援ホーム希望館
相談員

大谷　純子

【高知則

児童家庭支援センター
びゃくれん

児童指導員

篠原　志津

【東京都】

事務局

資生堂社会福祉事業財団

山下　茂喜

1東京都】

事務局

資生堂社会福祉事業財団

高橋　敦子
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団長報告

児童養護施設八楽児童寮

施設長太田　一平

第32回資生堂児童福祉海外研修は、9月23日から10

月7日までアメリカのコロラド州エバグリーンとオレ

ゴン州セーレムにて、「愛着の絆、その結び方と修復

について及びオレゴンヘルシースタートの研修」とい

うテーマで行われました。今回は、全国の児童養護

施設、乳児院、児童自立支援施設、情緒障害児短期

治療施設、母子生活支援施設、児童家庭支援センタ

ー から選抜された若き団員12名が参加し、資生堂児

童福祉海外研修では初めての試みとして、養育者や

施設職員と傷ついた子どもの愛着をどのように結び

直すのかといった修復技術習得を主眼においた研

修となりました。またオレゴン州で実施されている

ヘルシースタートプログラムの研修を通じて親指導

の大切さやアメリカ児童福祉の現状把握等、輻広く

見聞を深めることができました。このような機会を与

えてくださった資生堂社会福祉事業財団、厚生労働

省、全国児童養護施設協議会とそして、このすばら

しいプログラムを綿密に計画しご支援下さったヘネ

シー澄子ご夫妻に心よりお礼を申し上げます。

我々が訪れたアタッチメント治療・訓練所（Attachment

Treatment　and　Training　lnstitute）では、愛着療法と

家族療法を統合させた修復的愛着療法が、虐待を

受けた子どもたちのケアと新たな親子関係の構築に

向けた援助として大きな効果をもたらしており、その

治療過程をつぶさにみることができました。この愛

着療法は、ホールディングやサイコドラマ、ロールプレ

イングといったさまざまな技法が用いられており、ま

た、熊のぬいぐるみ（小さい頃の自分）をメタファー

として使うインナーチャイルドという優れた技法で

は、参加した多くの団員が人目もはばからずに嶋咽

しながら過去の自分と対話する場面がみられ、その

効果と技術の高さを目の当たりにしました。

脳を科学する

今回の研修期間中ヘネシー澄子先生から、脳につい

ての特別講義を受け、その中で人間は、生まれた時

はヒトとして一番無力な状態で産まれてくるが、その

脳が成熟し終わるのが、女性で20歳、男性で22歳で

あり、脳が成熟して巣立ちができる頃になると、人

間が作った複雑な社会生活に適応できる十分な力

を持った、発達した脳となって巣立っていけるのだ

という講義を受けました。日本の児童福祉法の児童

の定義では18歳までを児童としていますが、日本の

制度は、この段階ではまだ未熟であるにもかかわら

ず社会自立を求めていることになります。科学的な

根拠に基づくヒトの成長過程と制度との間に大きな

乖離があることを痛感しました。

政策を行政が買う

また、オレゴン州の「ヘルシースタート（健康な出発）」

のプログラム開発は、民間団体によって行われてい

ます。そのプログラムを認証する機関があり、そこで

承認されたプログラムと訓練を受けたスタッフによ

って民間工一ジェンシーがプログラムを実施するシス

テムでありました。行政は、それに対する予算化と

評価を行うだけで、まさに政策を行政が買うシステム

です。日本でも地方分権化が進む中、今後プログラ

ム開発やそれを認証する機関といった専門機関が

必要になってくるであろうと思われます。こうしたシ

ステムによって施設のアカンタビリティー（説明責任）

が向上し、職員の専門性の向上につながりることを

期待すると共に、何より政策の弾力化を生む効果

が期待されますL．

さいごに

愛着障がいの修復技術と、虐待・放置を半減させた

オレゴンヘルシースタートプログラムの家族支援技術

や癒しの親業などは、わが国において増え続ける児

童虐待の「予防から修復へ」のプロセスに一石を投

じるものであり、近い将来日本の児童養護施設の実

践に組み込まれる日もそう遠くないことを信じてやみ

ません。そして、最後になりましたが、常に団員一人

ひとりのことを気遣ってくださいました資生堂社会福

祉事業財団の山下茂喜事務局長と高橋敦子さんに、

団員一同心より感謝申し上げる次第です。
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事務局報告

財団法人資生堂社会福祉事業財団

事務局長　山下　茂喜

4年ぷりとなるアメリカでの海外研修となりました。すでに

ご案内の通り、資生堂海外研修の目的は福祉先進国の福

祉情報、専門知識、処遇技術、施設の運営形態などを研

修し、将来日本の児童福祉に役立てていくことと、将来

日本の児童福祉を牽引する人材の育成にあります。その

ため従来は見聞を広めることを主眼に研修してまいりま

したが、かねてから研修後すぐに活用できる処遇技術の

習得を要望する声も一方ではありました。そこで、今回

初めての試みとして訪問先を限定し、じっくり専門技術が

研修できる形態としコロラド州エバグリーン市にある愛

着治療・訓練所における「愛着治療」に関する5日間の研

修、またオレゴン州セーレム市で推進されている、虐

待・放置予防策である「オレゴンヘルシースタート」につ

いて研修してまいりました。

虐待等で対応が難しい子どもたちと日々現場で苦闘して

いる団員にとって、彼らへの適切な対応方法を習得する

ことは切実な願いでもあるため、今回の研修に対する期

待の大きさがひしひしと惑じられた2週間でした。

一方、前回、前々回の研修でも感じていたことですがア

メリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドいずれの

地域においても、児童福祉の推進にあたっては事実の蓄

積、科学的根拠に基づいた実績をもとに活動しているこ

ともあり、研修をご担当いただいた講師、家庭訪問等で

現場指導をしてくださったソーシャルワーカーの皆さまか

らの高い専門性に裏打ちされた対応が理解しやすく、彼

らが自信にあふれているのが印象的でした。その結果、

初期の目的を果たせ、また研修中大きな問題もなく帰国

出来、事務局としてホッとしているところです。

さて、研修内容の詳細は後述する団員報告にお任せいた

しますが事務局として印象に残った点についていくつか

ご報告いたします。

1．脳の仕組みを理解する

脳という言葉は理解できても、それが人間の成長にどん

な関係があり、また児童虐待の予防や被虐待児の治療と

どう関係しているのか等あまり考えたことはありませんで

した。自らの子育てにおいても親から教えてもらったり、

周囲からのアドバイスや自分の生きてきた経験等をもと

に、まさに手探りの状態で対応してきた惑じがします。そ

のため、何かあった場合、ともすると自分の都合のみで

接したケースもありました。核家族化・少子化時代のいま、

育児不安やイライラで精神的に不安定な子育て経験の少

ない親たちがちょっとしたことで虐待に走ってしまう現実

をみると、子どもの発達段階を、脳の仕組みを理解する

という科学的な面から子どもを理解していたならばもっ

と楽な気分で、また説得性のある子育てが出来るような

気がいたします。児童福祉施設の職員（一部専門職を除

く）においても脳の仕組みを理解するという視点はほと

んどないと聞いております。今回の研修で脳の仕組みに

ついて大きな気づきをさせていただきました。

2．児童福祉におけるビジネス感度

「愛着治療訓練所」「オレゴンヘルシースタート」を抵当す

るNPO法人を含め、福祉先進国の児童福祉はほとんど

の場合民間団体が推進しています。行政は民間団体から

提案された計画をもとに、予算配分と、計画が予定通り

進行しているのかをチェックすることが役割です。まさに

役割分組と権限委譲をつうじて効果的で効率的な児童福

祉の実現を目指しているのです。これは日本の児童福祉

の推進方法とは大きな相違があり、今後大いに参考にな

るものと思われます。実務を担当する民間団体には当然

他団体に優るビジネス感度が求められることになり、的

確な顧客ニーズの把握、技術が伴った高度な専門性、コ

ストバフォーマンスの優秀性が求められます。さらには地

域の社会資源を活用（統率）するリーダーシップも求めら

れます。もちろん文化的背景、社会の成熟度の違い、困

っている児童や家族を現実的にどこまでサポートするのか

等を考慮すると全てが優れているとはいえないものの、費

用対効果の考え方は避けて通れないテーマであります。

3．日本での新しい試みを願う

エバグリーン市にある愛着治療・訓練所のような施設は

日本には現在ないとのことです、各種児童福祉施設に入

所してくる児童の60％以上が虐待を受け精神的に不安定

であり、また虐待する親の多くも精神的諌題を抱えてい

る状況を考えると、こうした課題に日々直面している児童

福祉施設職員の専門性の向上は喫緊の課題であります。

家族再統合を目指すためには、またそれが不可能であれ

ば親代わりとして養育活動をするためにも、こうした施設

を設置し、職員の専門性の向上を促し人材育成を推進し

てゆくことが早急に望まれます。こうした課題は一団体で

出来るものではないため、なんとか国政レベルでの大き

な決断を期待する次第です。

最後になりましたが今回の研修をコーディネートいただ

き、現地では講師、通訳、ガ1ドとご活躍いただきました

ヘネシー澄子先生ご夫妻、研修を成功裏にリードしてい

ただきました太田団長、団員を快く送り出していただきま

した施設の皆さまはじめ．今回の研修を支援いただきま

した全ての皆さまに心から感謝申し上げます。
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研修スケジュール

一

月／日（曜） 時　間 日程と研修概要

13：00 集合

†5：30 東京（成田）発　　NW　OO8 （機中泊）

日付変更線吟．．．． ・…’．・，．・，．．，’．，÷，，÷，÷’．．・，，，，．・・・・・…．．，・計．・

9／23（土） 8：10 シアトル着（入国審査）

”：43 シアトル発　　AS　542
‘

15：14 デンバー着

‘

16：30

18：00

ホテルチェックイン（ラジソンホテルデンバーサウスイースト）

オリエンテーションを兼ねてヘネシー氏宅で夕食

9／24（日） 9：00 デンバー市内視察

「修復的愛着療法」研修

（於：コロラド州エバグリーン市　愛着治療・訓練所（A1Tl）

9／25（月） 9100 　　　　．・・．・．・・・・・・…吟．…．・吟，吟．・．・・．・．工吟・．．・．吟吟．．

1日目
．．．．吟．．吟

‘ ●自己紹介と座談会

L

（研修目的の確認・日本における児童福祉現場の確認）

9：00 2日目

●愛着の基礎理論と研究（アセスメントについて）

9／26（火）
・ HTP（家・木・人）

・ SCT（文章完成法｝

・ ライフスクリプト（人生脚本｝

・ ケース研究1

9：00 3日目

9／27（水）
●愛着治療（癒しの過程）

　・ケース研究2
・ 癒しの親業（基礎概念とその方法）

9：00 4日目

9／28（木） ●愛着治療

・ケース研究3

・ACT（愛着を深めるコミュニケーション訓練）他

9：00 5日目

●愛着治療

9／29（金）
・ 養育的抱擁の演習他

・まとめ

‘ ●講師を囲んでの懇親サヨナラパーティー

（デンバー泊・ラジソンホテルデンバーサウスイースト）
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月／日（曜） 時　間 日程と研修概要

8：30 デンバー空港へ移動

1 10：53 デンバー発　　AS　507

9／30（土）
12：32 オレゴン州　ポートランド着

（ポートランド泊・コートヤードバイマリオットポートランドロイドセンター）

‘

14：00 自由時間

8：30 ポートランド市内視察後セーレム市へ移動
10／1（日）

16：30 セーレム市着（フェニックスインサウスセーレム）

　　　　　　　　‘
‘

オレゴン州「ヘルシースタート（健康な出発）」研修

．，・・　　　　　　　　　　　●　　　　　エ　　　　㎡．．．・・　　．・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エ　　　　．吟　　吟吟．吟工吟　　　．・・，，・．吟，，　　・．，　　　，・㊨，　・，・．・

9：00 1日目

10／2（月） ●愛着の絆　なぜそれが必要か
・ 人間の脳について

‘

・演習　脳神経の発達回路について

・ オレゴン州における子どもと家族への支援

・施設見学

．
9：00 2日目

　
1
0
／
3
（
火
）
‘

●ヘルシースタートプログラムの研修

　・ようこそ赤ちゃん訪問とふるい分けの方法（ロールプレイ研修）

・ ファミリーソーシャルワーカーとの家庭訪問

1
9：00 3日目

‘10／4（水） ●行政説明　オレゴン州の児童福祉について

●講義　　　親業を楽しむ

8：30 ポートランド市へ移動・市内視察

‘10／5（木）
16：00

18：00

ホテルチェックイン

さよならパーティー
‘

（ポートランド泊・コートヤードバイマリオットポートランドロイドセンター）

9：00 ホテル発

13：55 ポートランド発　　NW　OO5　　　　　　　　　　　（機中泊）

・…・ 日付変更線一…・・…　一・’＿　　・＿　．．
10／6（金）

…

‘ 16：55 東京（成田）着

17：30 解散
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訪問先紹介
・　●…　　　　●・　・　．　．　．　・　．　・・　■●　●　●　●　●　●●　●◆　●　●　■　■　●　■　●　●　■●　●　■　●　●　●●　●●　■●　■◆■●　●●■　●　■　●　■　●　●　■　■　●

●オレゴン州の概要

アメリカ西海岸に而するオレゴン州は、人Ll360万

人、人1」の6．5％は5歳以ド、24．7％が18歳以．F．ま

た、女性人1．．1は人llの50．4％と報告されている

面積48．631km∵で、カスケード｜］1脈やコロンビア高

原などがある起伏にとんだ地形である　州境を分

けているコロンビア川はその昔、イン．ディアンたち

によリオレゴンと呼ばれていた、19．世紀に西部開

拓時代が始まると、オレゴンテリトリーと1呼ばれて

いた現在のオレゴン州を含む一・帯へ多くの開拓民

が移住した　1859年にオレゴンはアメリカ合衆国

の33番Uの州となる．

州都はセーレム市（Salem）州で最もkきな都市

は，その北に位置するポー1・ランド市である　愛称

は「パラの1邪市」と言われ、全米のアンケート調査

て．も住んでみたい都市としてL位にランクされて

いる町である．

また、オレゴン州は消費税が全くないため、生活

費が他の州に比べて低く抑えられることや環境保

護へのアブローチが盛んで、都市と自然との融合

が多くの人々から愛されている、．市内の丘にはア

メリカで最古の歴史を持つバラ園やオレゴン動物

園、チルドレンズミュージアムなどがあり、市民や

旅行者からも人気を集めている．ひとたび足を延

ばせぱオレゴンの美しい人自然があり、フットマウ

ンテンやコロンビア川渓谷などがある、

オレゴン州は高緯度にあるが、暖流の影響で年間

を逝して穏やかな気候である．ただし、山岳地帯

や高原、海岸など様々な自然環境により気候が異

なり大別すると、海岸地域は温暖で過ごしやすく、

カスケード山脈を越えた州東部地区は晴天が多く

乾燥した気候であるといえる。

、

N
×

、

＼
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■　■　●　■　●　◆　●　■　●　●　■　●　●　●　●　●　●　●　◆　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　■　●　●　●　●　●　●　●　●　・　●　．　・　・　●　●　・　●　・　．　．　●　・　．　●　●　・　◆　●　●　●　．

●コロラド州の概要

し
／
〉
プ
て

茸

．mSL．．4

アメリカ合衆国西部にある州、州の南北にはロッ

キー1｜1脈が貫いており、州全体の平均標高が全米

で・番高い山岳地帯の州である．州の東側部分は

1803年のルイジアナ買収のとき、西側部分は1848

年メキシコからの割譲によってアメリカ合衆国に編

人された．1859年のコロラドゴールドラッシュを経

て、採掘ブームが過ぎると多くの田rはゴーストタウ

ンとなったがデンバー地域に多くの移住者が集ま

り、1861fFのコロラド自治領の成立を経て1876年

にコロラド州が成立した．

州都及び州の最大都市はデンバーで、デンバーオ

ー ロラ都市圏にはコロラド州の人川の半分が居住

している．州全体の人［は約466万人で18歳以F

の人口は25．6％（120．万人）となっている．

経済面では2003fトの統／tr”1’であるが、1人当たりの

年間収入はS34．561（415万IIDで全米で8位にラン

クされている、従来牧畜を中心に農業で成長して

きたが現在は経済も多様化し、特に科学研究、ハ

イテク産業が集中している他、重要な金融センタ

ー ともなっている。

地理的にぱ’マイルハイシテf－’と呼ばれるように、

州都デンバーは標高1．600mのところにあり、近く

の町ポルダーはマラソン選手の高地トレーニングと

しても日本では有名になっている　また、’癒しの

地ttとしても有名で、高地で白然豊かなコロラド・

スブリングスは観光地としてはもちろん空気が澄ん

でいることから呼吸器官系統の病気の療養地とし

ても人気が高いtt年間’ド均の晴天日数は300［L

乎均湿度33％、コロラドスフリングスを訪れる観光

客は年闘600万人とのことである

10



「
濠。、．、，ve．1，Ch、Td

　　　1　　　　　

H



研修にあたっての団員の想い
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●■●■●●●●●●●●●●●●■●●●●■■●●●．■●■●■●　■

1．愛着の治療に対する研修団の課題意識

愛着の障がいは、児童福祉施設に入所する児童の

過半数が抱える深刻なテーマである。私たちケア

をする職員は、愛着障がいを持つ子どもたちの養

育の難しさや、問題の深さに日々つまずき、この実

態をいやおうなしに感じている。いや、愛着の障

がいという認識がいまだなく、にっちもさっちもい

かなくなっている施設もあるのではないだろうか。

現在、日本ではいろいろな問題を持った子どもた

ちが児童福祉施設に入所しており、混沌としてい

る状態である。援助者側は、愛着の大切さを感じ

ながらも、職員体制や施設の構造など、人的、物

的問題も多く、そこにきちんとスポットを当てたケ

アができない。ただひたすら、日常業務をこなして

いくのに明け暮れている施設も珍しくないだろう。

一方、援助を受ける側は、親は親で疲れ果て、子

どもたちの方は愛情を受けられずストレスをため

ている。親子関係を再構築するはずの施設側のケ

アは、親と子、別々で進められており、親子の関係

が平行線のまま交わらない。親子の愛着そのもの

を取り扱う認識がまだまだうすく、また取り扱おう

にもその技術がないと言わざるを得ないのだ。

このような現状の中で、研修団員それぞれが、子

どもや親のニーズに対応できないもどかしさや、い

らだち、あせりを胸にしていた。私たちは皆、愛着

障がいの治療を導入し、定着させていくことが現

在の日本の児童福祉のもっとも大きな課題であると

考え、愛着に関する知識や技術を喉から手が出る

ほど知りたい、聞きたい、意見を交わしたい、学び

たいという思いでいっぱいであった。今、日本の

児童福祉の現状に持ち込めるものは何か。私たち

が今している実践の中で、やれていることはある

のか、あるならそれは何か。これからの新たな試

みとして何が必要なのか。

こういった課題意識をもちながら、私たちは今回

の研修を、人間の「愛着」に関する課題を徹底して

探るものにしたいと考えた。

2．私たちは具体的に何を学んで帰りたいか

（1）親への支援

現在の日本の児童福祉施設に入所・通所している

子どもにはほとんどの場合実親がいる。しかし、

実親はいるものの、子どもを落ち着いて育てる心

理的・経済的・物理的環境になく、子どもを育てる

上で必要な知識も乏しい。さらに、子どもを入所

させた時点でいっそう養育から心が離れてしまい

がちになるのが現状である。児童福祉施設の職員

は、子どもへの対応以上に親への対応に苦慮する

ことが多い。親をいかに孤立させず信頼関係を結

ぶか、子どもの乳幼児期の大切さを理解してもらう

か、いかに親を癒し、親が子どもを癒せるように親

を巻き込んで子どもを一緒に育てていくか、その

技術を学びたい。

（2）子どもへの支援

無断外泊、窃盗、暴力など、子どもの問題行動に

手を焼くことは多い。人間関係を作れず、施設を

出てから仕事も続かない子も多く、職員との関係

も切れてしまう。その背景に、職員と子どもとの愛

着関係がうまく作れないことがしばしばあり、しか

し、それに対するケアの技術は日本には乏しい。

職員がチームとしていかに子どもたちとかかわって

安心して生活できるように、癒しの環境を作ってい

けるか。そのような子どもにとっての癒しの環境づ

くりを学びたい。
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第1章
児童福祉の現状

東京福祉大学名誉教授　社会福祉学博士

クロスロード・フt一ソーシャルワーク社所長

　　　ヘネシー・澄子（コロラド州在住）

はじめに：

アメリカの児童福祉を紹介するに当たって、連邦政

府の2000年国勢調査とそれに基づいた予測、連邦

政府厚’k対人局児童家族部児童課（Department　of

Health　and　Human　Services，　Administration　of

Chlldren　and　Families，　Children’s　Bureau）から取

り寄せた最近の統計と、全米に跨る情報網を持つ

児童福祉リーグ（Child　Welfare　League）などの機

関の報告からアメリカの児童福祉の現状を調査し

た。ただ児童福祉に関するアメリカ連邦法を50州

がそれぞれ州法にするときに違いが生じること、

児童福祉サービスを州が直接担当するオレゴン・

ワシントン州等と、州が監督して実践を郡に任せ

るカリフtルニア・コロラド州等ではサービスやプ

ログラムがまちまちで、「アメIJカの現状」という全

体像を把握出来ないこととここに紹介する具体的

なプロク’ラムは、ある一部の州・郡、または私立児

童福祉機関で行っているもので、アメリカ全上で行

われているものではないことを読者にまずご承知

おき願いたい．．

歴史的背景：

アメリカの児童福祉は19世紀に教会や篤志家の団

体が孤児や貧者の救済を始めたのがきっかけで、

20世紀の初めにミシガン州などが子どもの居る未

亡人に年金を出すなど州独特のプログラムを築い

ていった。1935年に社会保障法が制定され、生活

保護や年金制度でf’ども達の最低基準の生活を

連邦政府が州と共同で保証するようになった。し

かし児童虐待・放置問題が児童福祉の対象となる

のはコロラド大学医学部の小兇科部長であったヘ

ンリー・ケンブ博士の「虐待された子どもたち」

（ユ962年）という本からで、当初は州や郡の児童福

祉課が虐待対策に当たっていた、児童虐待・放置

問題がアメリカ全土の社会問題として一貫した対

策が打ち出されたのは1974tiiで、連邦政府が「児

童虐待と治療法（The　Child　Abuse＆Treatment

Act）jを制定し、虐待の通報と実態調査を州に義

務付けた画期的な年であった、この法律が実施さ

れるには、各州が同様な法律を作成しなければな

らない，州の権限が強いアメリカでは、連邦法が

命じても、州がそれに伴う連邦政府からの資金を

辞退して、州法を作成することを拒否することがlii

来る．しかし児童虐待に関する法律にはそのよう

な自由は許されず、連邦法を全米一貫した「最低

基準」として州法を期限付で制定することが命じら

れている．現行の児竜福祉法は1997年に改定され

た「養子縁組と安全な家族法」で、児童福祉に歴

史的に力を入れているミネソタ・オレゴン・カリフ

ォルニア州などは連邦法よりもっと厳しい州法を

作っている．たとえば子どもを実親に返すか養子

縁組に出すかを決める「永続計画（Permanency

Plaロ）」は連邦法では12カ月以内に審理するとなっ

ているが、これらの州法では6歳以下の子どもの場

合6カ月以内に審理するように命じている．また実

親との再統合で、再度虐待されたf一どもの数が多

いというデータがここ10年一Lがってきていることか

ら、ほとんどの州が今では親子再統合計画と親権
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剥奪後の計画の二つを最初から作成する「平行計

画作り（Parallel　Planning）」を実行している。

最近の子どもと家族の状況：

10年毎に行われるアメリカ国勢調査によると2000

年度の全人口は281，421．906人で、予測によると

2006年10月17日に3億人を突破したという。2000年

から2005年までの全人口の増加は5．3％で、この原

稿で述べるオレゴン（6．4％）・カリフォルニア

（6．7％）・コロラド（8．4％）州ではそれより上回って

いる。これらの州はメキシコや中南米、アジア各

地からの移民が多く、また密入国者を入れると人

口はもっと膨らんでいると予測される。児童福祉

に関係ある統計をみると、18歳以下の人口はオレ

ゴンで23．7％（首都のあるマリオン郡は26．6％）、

コロラド25．6％（首都のあるデンバー郡は24．4％）、

カリフォルニア26．7％で、アメリカ全土の25．0％より

少し多い。カリフォルニアではスペイン語系を除

いた白人種は人口の44．5％（全米：67．4％）にすぎ

ず、これはテキサス州（49．8％）も同じで、移民の

現状が垣間見られる。スペイン語系人口の率がカ

リフォルニアで34．7％、オレゴン・マリオン郡で

20．3％、コロラド・デンバー郡で34．6％と全米の

14．1％よりずっと高く、また家庭で英語以外の言葉

を日常使っている人口が全米では17．9％に対して

カリフォルニアではなんと39．5％、オレゴン・マリ

オン郡では19．5％、コロラド・デンバー郡では27％

で児童福祉の実践に多大な影響を与えている。

アメリカにおける「貧困」の定義は一家の年収と家

族の人数によって決められ、2003年度では4人家

族の内2人が18歳以下の場合年収＄19，806（238万

円：1＄120円換算）以下、3人が18歳以下では年収

＄19，873（239万円）以下が貧困とみなされ、2003

年度に全米では12．5％が貧困層にあたり、これに

対してカリフォルニアは13．8％、オレゴン’マリオ

ン郡は14．1％、コロラド・デンバー郡は15．1％と上

回っている。貧困と放置が正比例するので、これ

らの州や郡が児童福祉に力を入れていることが理

解できる。

アメリカにおける児童虐待と放置の現状：

連邦法では18歳以下を児童とし、児童悪待遇

（Child　Maltreatment）のなかに虐待（Abuse）と放

置（Negle（t）を設定し、放置は親がなすべきことを

しないことで、生存のための基礎的ニーズにこた

えていないこと（食べ物をやらない、病気でも医者

にみせないなど｝を指し、虐待は親がしてはならな

いことをすることで、肉体的虐待、性的虐待、精神

的虐待に分けている。これが州法になるとさらに

細分化され、オレゴン州法では「児童悪待遇」のう

ち放置は、1）貧困で食物・衣類・医療・居住の場

所を子どもに与えられない場合、2）10歳未満の子

どもが一人で家に置かれている場合、3）“子ども

に危害が加えられやすい環境（’lhreat　of　Ham）－

DVのある環境，麻薬を作っている環境、子どもの

近くに性犯罪人がいる環境”一に置くこととし、ま

た虐待は、1）精神的・心理的虐待：子どもの起こ

す問題行動が「子の尊厳を傷つける」親の言動（た

とえば「お前はいらない子だったなど」）に起因す

る場合（児童臨床心理士か児童精神科医の診断が

必要）、2）肉体的虐待：痕がつくほど叩くこと、揺

さぶり症候群、宗教的理由での医療放置もこれに

該当する、3）性的虐待：①子どもの性器に触る、

もてあそぶ、性行為をするなど、②子どもに性行

為をさせて写真を撮る、ポルノの材料にする、子

どもに性を売らせてお金や麻薬をもらうなど、③性

行為を目的としなくても、有資格の養子縁組斡旋

団体を通さずに、見知らぬ人に子どもをあげたり

売ったりすることなどと克明に定義している。

児童虐待・放置の現状を把握するため連邦政府は

1990年から州政府に児童虐待と放置のデータの提

出を義務付け、コーネル大学に依頼して年間の統
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計報告を公表している。一番最近の2004年度の報

告書によると、その年にアメリカ全土で虐待の通報

を受け、児童保護サービス（Child　Protective

Service以後CPS）が調査した児童の数は延べ

3，503，000人で、そのうち872，000人が児童虐待・放

置の被害者であることが確認された。2001年には

1，000人の子どもの内、12．5人が被虐待児であった

が、この割合が2004年では11．9人と減っている。

確認された「児童悪待遇」の種類は放置62．4％、肉

体的虐待17．5％、性的虐待9．7％、精神的虐待

7．0％、医療的放置2．1％、その他（連邦法1こなく州

法の定義に含まれているもの）14．5％となってい

る。一人の子が一種類以上の「児童悪待遇」をうけ

ている場合も含まれる。初めて被虐待児となった

のが73．4％で、「悪待遇」を再体験した被虐待児は、

体験しなかった被虐待児に比べて再度「悪待遇」

を受ける可能性が84％も高く、障がいを持った被

虐待児は持たない被虐待児に比べて、「悪待遇」を

再体験する可能性が61％も高い。

「児童悪待遇」の通報は法律が通報を義務付けて

いる専門職（Mandated・Professionals）一教育関係

者、法律・警察関係者、社会福祉関係者、医療関

係者、精神保健関係者、児童保育関係者、里親な

ど一からが56％で、義務付けていない（Non－

Mandated）人たちからの通報は44％であった。

被害者の内訳を見ると女子5L7％、男子48．3％で

年齢別では被虐待児の10．3％が1歳以下で、0～3

歳1，000人iP　16．1人、　4～7Va13．4人、8～11歳10．9人、

12～15歳9．3人、16～17歳6．1人が虐待を受けてい

る。人種別ではアフリカ系アメリカ人1，000人中19．9

人、アメリカンインディアン17．6人、アラスカ原住民

15．5人、白人10．7人、スペイン語系10．4人である。

2004年度に「児童悪待遇」で死亡した子どもたちは

1，490人で、死因は放置のみ35．5％、複合的悪待遇

30．2％、肉体的虐待のみ28．3％、精神的虐待他

3．9％、医療的放置1．4％、性的虐待のみO．8％。年

齢別では4歳未満が81％でその半分以上（45％）が

i歳未満であった。児童10万人の内2人殺されてい

る割合で、このうち1歳未満の男子は同年齢の男

子10万人の内18人、女子は17人が死亡している。

虐待の加害者は女性58％男性42％で、児童との関

係をみると実親が78．5％、近親が6．5％、未婚の親

のパートナーが4．1％、友人・隣人が0．3％と子ども

に近しい人たちからの虐待が目立つ。実親の場合

性的虐待が3％で放置が63％であるが、友人・隣人

の場合性的虐待が75％で放置が10％と逆である。

CPSによる調査を受けた子どもたちの約30％が虐

待されたと証明され、ワシントン・オレゴン・アイダ

ホ・モンタナ・アリゾナ・ワイオミング州では被虐待

児の44．1％から60％が家庭外措置の処遇を受け、

それがカリフォルニア・ニューメキシコ・ネブラス

カ・ウィスコンシン州では29．1％から44％、コロラ

ド・テキサス州、その他は15．1％から29％となって

いる。全米統計では被虐待児の60％が家庭にとど

まり、対人サービス局（以前の社会福祉局）から何

らかのサービスを受けていて、障がい児の場合、

そのようなサービスを受ける比率が70％と高い。

2004年9月30日現在、里親宅でケアされていた児

童は518，000人で、このうち約半分が10歳以上で、

58％が少数民族、53％が男子であった。この統計

には養子縁組が成立した児童は含まれていない。

家庭外措置を受けた被虐待児の39％（201．960人）

が1年以内に家庭に復帰しており、28％（148．730

人）が3年以上家庭外措置にとどまり、48％

（246，650人）が家族再統合の目標を持ってケアを

うけている。ケア先は46％が有資格の里親宅、

23％が近親里親宅、19％がグループホームか治療

施設、5％が養子縁組を前提とした里親宅、2％は

監督を受けながら独立生活を送っている。

児童福祉の調査をするケーシー・ファーミリー・プ

ログラムスの分析によると①アフリカ系アメリカ人

の被虐待児は他の人種に比べてCPSの調査を受け
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る率が高い．2アフリカ系アメリカ人の子どもたち

は白人種に比べて4倍も家庭外措置を受ける率が

高い，③2種類またはそれ以上の混血の子どもた

ちは白人種に比べて56％も家庭外措置を受けや

すい，．④アメリカンインディアンとアラスカ原住民の

子どもは白人種に比べて3倍も家庭外措置を受け

ている。⑤有色人種の子どもたちは実親との再統

合がなされにくいなどが判明され、常に移民・難

民を受け入れ、多人種・多文化国家であるアメリカ

の児童福祉の複雑さがここに浮き出ている。

児童虐待・放置対策：

1974年に連邦政府が児童虐待・放置対策に乗り出

してから今年で32年になる．当初はまず虐待する

親から子を分離することが第一目標とされ、里親

宅に措置された子どもの数が1976年には10万人を

越したが、1980年には「養子縁組支援と児童福祉

法（The　Adoption　Assistance＆Child　Welfare

Act）」が施行されて親子再統合のプログラムにも

連邦政府と州の資金が投入されるようになった，

この法律の目的は子ども達に早く永続的な家庭生

活を営ませようとするもので、親子再統合を急が

せたため、家庭復帰した子ども達の再虐待が1990

年代には目立つようになり、1997年に改訂された

「養子縁組と安全な家族法（The　Adoption　and

Safe　Families　Act）」は永続的関係に入る子どもの

安全性を強調している，

先に紹介したChildren「s　Bureauが年々どのような

機関や施設に賞を与えるか調べると今連邦政府が

州や地方行政、そして私立の児童福祉施設に何を

期待するか良くわかる。2006年の受賞者達はほと

んどが養子縁組関係で、虐待する実親の親権剥奪

が成立して、養子縁組が出来る状態（フリーになっ

た状態）の子ども達が養子縁組を待って里親宅に

いる期間を短くしたことで、オハイオ州のリッチラ

ンド郡児童福祉課とカリフォルニァ州ロサンジェル

ス郡児童と家族課が賞を獲得した。リッチランド

郡は里親候補全員に養育里親と養子縁組里親の

二つの資格を同時に与え、委託された子ども達が

家庭復帰できないと分かった時点で、養育里親か

ら養子縁組里親に切り替えることができ、地域サ

ポートチームが子どもの委託直後からカウンセリン

グ、レスピットケア、緊急時の経済支援、夏の吉少

年プログラムなどを通して里親家庭・養子縁組家

庭の支援をしていること，ロサンジェルス郡は先に

紹介した「平行永続計画」を更に改正して、子ども

の家庭外措置が決められた時点で担当ワーカーが

永続性のアセスメントを行い、親権剥奪からできる

だけ早く養子縁組が成立するよう働くcこのプロ

グラムが実践された2005年には養子縁組成立の期

間が前年に比べて4．75カ月早くなったことが受賞

の理由であったc

その他のカテゴリーを見ると、「年長の子どもの養

子縁組促進」でペンシルヴァニア州養子縁組と永

続ネットワークが受賞している．、ペンシルヴァニア

州では毎年900人の子ども達が永続的な家族関係

を持たずに養育里親宅から措置解除されるので、
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2004年から9歳以上の子ども達の養子縁組成立に

州全体で力を入れ、その結果2005年には2003年に

比べて9歳以上の子ども達の養子縁組が18％（546

人に対して705人）も多く成立した。

2006年で目立つのは養子縁組後の支援をする団

体が受賞していることで、これまでは養子縁組成

立後のサポートに連邦政府や州政府は無頓着であ

ったのが、この年にはオレゴン養子縁組後リソー

スセンターとケーシー・ファーミリー・サービス・ニュ

ー ハンプシャー支部他2機関が養子縁組後の家族

のサポートグループを各地に設定し、それを専門

職が指導・支援をしていることで受賞している。ま

た養子縁組後の家族の支援を企業のポランティア

プログラムにしているウィンスコンシン州のジョッキ

ー・ インターナショナル社とミズーリー州のKSDKIV・

5チャンネルが受賞しているのも興昧深い。

このように連邦政府は虐待が起きてからの児童福

祉にリーダーシップを発揮しているが、虐待・放置

を予防する活動は主に州や児童福祉を実践する

郡・市行政、または私立の機関に任されている。

1960年度に先に述べたケンプ博士が虐待の危険

度の高い母親を、子育ての終わったボランティア

を訓練して訪問させ、7B間24時間母親の支援の

求めに応じることで虐待と放置が予防できること

を実証した。このプログラムを1980年代に取り入

れ州全体で行ったのがハワイで、次に1994年にオ

レゴン州がハワイの試みを視察し、先ず州政府が

4つの郡に「ヘルシースタート」プログラムを実践し、

2002年までにそれを16の郡にまで広げて児童虐

待・放置を半減した。2003年からはプログラムを

オレゴン州全地域（36郡）で実施するため、州政府

は直接の実践を各郡の私立機関にゆだね、監督と

訓練に集中するようになった。2006年3月から4月

にかけて来日したカーレン・ヴァン・タッセル女史は

この州の「ヘルシースタート」プログラム部長であ

る。現在州行政はプログラムの75％の資金を各郡

に設けられた「児童と家庭の委員会」に与え、委員

会は選別した地域の実践機関と契約して、これに

州からの資金と残りの25％の資源を与える。この

25％は5％が現金で、後は地域の人たちの物質的

寄付で賄ってよいことになっている。実践機関の

ほとんどが税金控除のNPOのため、地域の人たち

や企業からの寄付を受けることが出来、公私の機

関が協力することで児童虐待・放置防止を地域に

住む人々全部の責任とし、社会問題意識を高揚し

ているが、非常に素晴しいプログラムを実践して

いる郡とそうでない郡と格差が出てくることがマイ

ナス面となっている。

オレゴン州と前後して「児童虐待予防（CAP）アメリ

カ」という団体が、1992年に「健康な家族アメリカ

（HFA）」というイニシャテイヴをかかげ、訪問サポ

ー トプログラムを全米に広げ、その質を向上する運

動を起こした。シカゴに本部を置く「健康な家族ア

メリカ（HFA）」は様々な研究文献から虐待予防の

ための家庭訪問に欠かせない12の原則を打ち出

し、それを基に1997年から乳幼児の家庭訪問プロ

グラムを認可することを始めた。現在250ものアメ

リカとカナダの公立・私立施設の家庭訪問プログ

ラムが認可されて、150余りが認可の過程に人って

いるという。HFAに認可を求める団体は先ず「会

員」になり、HFAからテクニカル・アシスタンスをう

ける。団体のスタッフはHFAで主催する様々な訓

練に参加し、他の団体と支援ネットワークを組む

ことが出来る。オレゴン州以外に同じように州全

体で「健康な家族」運動に取り組んだのがアリゾ

ナ州とニューヨーク州であるというが筆者はまだ

訪問の機会がない。2007年には「ヘルシースター

ト」を実施したい日本の行政の方々とシカゴのHFA

本部を訪れ、その後アリゾナ州とオレゴン州を視

察する研修旅行を企画している。
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第32回資生堂児童福祉海外研修団長

児童養護施設八楽児童寮施設長

　　　　　　　　　　　　　太田　一平

1．はじめに

日本の児童養護施設は、終戦当時12万3千人いた

といわれた戦災孤児の収容保護を大きな使命とし

ていた。以来日本の児童養護施設は、その時代の

要保護児童のニーズに応え、現代においても急増

する児童虐待から子ども達を保護する第一線の機

関として、その社会的使命を担っている，近年、

児童養護施設は子どもに危険を及ぼす親から子ど

もを守るために、さらにその保護度を強める傾向

にあるが、従前の「居住の場」だけではなく、傷つ

いた子どもの心をトリートメントする「癒しの場」、

「治療の場」となるべき要素が求められている。つ

まり施設ケアに求められる機能は、虐待等で居場

所を失った子どもが安全に暮らせる生きる場とし

ての機能に加え、虐待を受けた子どもが何らかの

情緒的な課題をトリートメントできる専門的な機能

が求められている．

2．ケアとなる生活を創造する

被虐待児は、家庭生活の中において親から傷つけ

られて施設入所となる、

施設入所する子どもの多くが見捨てられ不安（セ

バレートクラウナ）から怒りと不安と自己否定感を

抱え、感情コントロールの障がいとしてパニック、

自己破壊、爆発的な怒りを行動化することが多い。

こうした被虐待児へのケアには、心の回復（癒し）

と安定した対人関係の再構築が必要であり、その

ための環境作りが急務とされている。生活の中で

傷ついてきた子どもは生活の中で癒していかなけ

ればならない。環境は与えるだけのものではなく

子どもと養育者と相互の関係性の中でこそ大きな

ケア効果をもつのである，ケアの本質は関わりで

あり、子どもに近づかなければケアや治療は不可

能であるが、近づけば近づくほど養育者自身も傷

つくことになる．そこで養育者は、そうしたトラウマ

に巻き込まれないようにセラピューティックに意図

的にプロ意識を持って生活ケアに取り組む知識と

技術を学ぱなければならない。そうした意昧から

これからの施設養護のあり方として、行動心理学

等の科学的根拠に基づいたケアスキルを持った職

員によって、生活の中でケアするのではなく、ケア

となる生活を創造することが求められる。

今回我々が訪れた、アメリカのコロラド州エパグリ

ー ンATTIにおいて実践されている愛着療法と家

族療法を統合させた修復的愛着療法が、虐待を受

けた子どもたちへのケアと、新たな親子関係の構

築に向けた援助に対して大きな効果をもたらして

いる実践におおいに注Eすべきである。（具体的な

内容については、別章に委ねることとする。）

3．いまなぜ愛着問題が大切なのか

児童養護施設に入所する児童の多くが親からの虐

待を受けて入所に至っているケースが多く、最も

愛着を感じることができるはずの親との愛着関係

を上手く結べなかったことが愛着障がいになって

しまう原因であると考えられる．愛着とは長い時

間を共に過ごすことによってお互いを信頼し、成

り立つ関係である。しかし、幼い頃から親から虐

待を受け、親と離れ、施設で暮らすことを余儀な

くされた子どもにとって親との愛情関係を結ぶこ
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とは難しい。こうしたことから、愛着障がい児への

ケァはもとより保護者へのカウンセリング等の親指

導が必要不可欠となっている。

愛情関係とはどうやって結ばれるものなのか、愛

着障がいとはどういった障がいなのか、また愛着

障がいを克服するためにはどういったケアが必要

なのだろうか。

4．愛着と愛着障がい

心理学用語としての愛着とはボウルビィによって作

られた概念で、「人間や動物が示す特定の対象や

物に対して形成する情緒的結びつきのことである」

と定義されている。愛着を抱いた対象の接近や接

触を求め、後追い行動、微笑、発声、泣き行動な

どを示す。子どもの愛着行動に母親が適切なマザ

リングで応じると母子間には安定した情緒的な関

係が成立し、基本的な人間関係の形成の基礎とな

る。愛着行動の形成は乳児のその後の知的、心身

の発達に影響を及ぼす。0～5歳までがこの愛情関

係を結ぶ最適な時期とされているc．

この愛着関係を正しく結ぶことができず、正しい

対人関係を結ぶことができない障がいがあり、こ

の障がいを愛着障がいと呼ぶ。愛着障がいとは、

正式には反応性愛着障がいと呼ばれ、社会福祉

士・臨床ソーシャルワーカーであるヘネシー・澄子

氏著書「子を愛せない母、母を拒否する子」には、

全米精神疾患診断統計マニュアルによると、「反応

性愛着障がい」とは、5歳未満に始まった、対人関

係の障がいであると記されている。

何らかの原因から「愛着の絆」が十分結べないと、

子どもの人格形成の大切な部分に障がいが起きる

とされている。

虐待を受けた児童は、その内容や頻度、年齢によ

り差はあるものの、対人関係を築くことが苦手であ

り、乱暴な言動やパニック、不自然な行動をとるな

ど心身にその後遺症ともいえる症状がみられる。

これら児童への対応としては、落ち着いた環境の

申で、個別の関わりにより、安心できる大人との

関係を築くことから始めなければならないが、現

行の児童養護施設では集団が大きく個別対応を行

うには限界がある。

その結果、入所した児童が安定した生活を取り戻

すまでには、かなりの時間を要しており、そこに至

るまでの間に様々な問題行動が表出される。児童

によるこれらの行動は、本来最も愛されるべき保

護者から攻撃され続けてきたことから起こる愛着

障がいであり、回復には心理的な治療や専門的な

関わりを一定期間続け、心の傷を癒す作業が必要

である。

また、児童だけでなく保護者も、強引な引取りを

要求するなど、経験豊富な職員でなければ対応が

困難で、職員と保護者の間でトラブルが絶えない。

職員は日々その対応に追われて、疲れ果て、早期

に退職してしまう現象（バーンアウト）も見られてお

り、その結果、児童にとっては再び新たな職員と

の関係を築いていかねばならず、こうした試し行

動が始まることで新人職員が振り回される悪循環

が繰り返されている。さらに職員配置数の絶対的

不足といったさまざまな要因が複合的に重なり合

い一部の施設では、施設ケアの崩壊もみられてい

る。アメリカの精神科医ベッテルハイムは、「愛だけ

では足りない、そこに必要なものは、それを伝え

る技術である」という言葉を残したが、今、まさに

我が国における児童養護施設では、専門的なスキ

ルの習得が急務とされている。

5．児童養護施設における愛着障がいの治療

施設における養育とは、ただ単に子どもの身辺の

世話そのものをいうのではない。養育とは、家族

や社会的環境の中で、愛情関係を作り上げ、また

長期的にわたってそれを作り変えることでもある、

親と子どもはお互いに喜怒哀楽を分かち合い、育
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ってきた過去のことがよくわかっており、意識的に

も無意識的にもお互いにいつもこのことを心にと

めて憶えているc子どもが主体性を確立させる時

の助けとなるのは、他の何物にもましてこの要素

なのである．

施設において子ども達の援助の基本は、職員との

新しい人間関係によって子ども自身が傷を癒すこ

とであり、子ども達が成長過程で失われてしまっ

た経験を、新しい人間関係によって再体験する過

程にある。「安心して生活できる」という実感を子

ども達に提供することがなにより重要なことであ

る。子ども達への援助として大切なことは、子ども

達が不安や喪失感に直面し、そこから自分で立ち

直ることを支えるような関わりであるL，不安を克服

するのは子ども達自身であり職員ではない。従っ

てケアとは関わることであり、職員が支える存在

になることにある。それが児童養護施設における

愛着障がいの治療的取り組みであろう．そのため

のプログラムとその担い手が必要なのであるe

ケアしていくヒでは、児童の最善の利益の実現を

基本とし、普通の家庭環境、普通の地域生活の中

で、児童の心を癒し、育て直していくことが大切で

ある。

6．おわりに

愛着障がいは対人関係の障がいである。対人関係

は社会で生活する中で必要不可欠なスキルであ

る。愛着障がいだった青年が連続殺入事件を起こ

したケースがあるなど障がいの影響は年を重ねる

につれて悪影響を及ぼす可能性がある。愛情関係

の結びなおしは早ければ早いほど結びやすく、愛

着障がいも治療しやすい。愛着障がいの治療は児

童福祉の大きな課題の一一つである。

私たちが、今回研修テーマとした、愛着理論はこ

れからの児童養護施設に重要な視点を提供してく

れた．」さらにはそのATrlでの臨床的展開である愛

着障がいの概念、愛着療法の観点は、ボウルビィ

らによる様々な愛着研究の臨床的適用であり、愛

着療法と家族療法を統合させた修復的愛着療法

が、虐待を受けた子どもたちへのケアと新たな親

子関係の構築に向けた援助に対して大きな効果を

もたらしている。
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第2章
脳の発達と愛着の絆

私たちは児童福祉に従事していて、子どもの脳

の発達ということについて、第一に取り．ヒげて

考えたことがあっただろうか、

現在、児童養護施設に入所してくる子ども達の

70％以上は、虐待か放置を受けてきている．そ

うした背景をもって育ってきた子どもには、行動

に特徴がある。意識的に大人を怒らせる態度を

示す、だれかれかまわずまとわりつく、激高しや

すい、理解力に乏しいなど、虐待の影響はいろ

いろな不適応行動や思考になって表れる、

これらは、「愛着障がい」一未発達な脳の表れだ

といわれている　「愛着障がい」は、遺伝ではな

く、胎児期から5歳までの脳の発達期に、母親や

それに代わる養育者との関わり方によって生じ

てゆくものである，よい関わりがあれば「愛着」

が築け、脳の発達を促進することができる，しか

し、虐待という不適切な関わりや、放置という

乏しい関わりでは、脳の発達を遅らせるばかり

か、異常をきたすような結果を与える，子どもた

ちの行動特徴を、脳の発達の障がいと結びつけ

るとき、虐待や放置が子どもにとってどれほど残

酷なことなのかを深く実感する，児童虐待や放

置は、あってはならないことである，

施設の職員は、このような特徴ある行動を示す

子どもたちに対し、感情的に叱りつけることは

せず冷静になってから話して聞かせるなど、効

果的な支援になるよう心がけてきた，そして、規

則的な生活のなかで衣食住の基本を、職員との

関係のなかで社会的スキルを身につけて欲しい

という願いをこめて働きかけてきた。そして、と

くに心理的に傷が深いと判断された子どもに

は、精神科での治療や心理療法を受ける機会も

与えてきた、

しかし、これらは虐待や放［が子どもたちにも

たらしてきた影響を、効果的に回復させるもの

だっただろうか．私たちは振り返る必要がある

だろう。

「愛着障がい」や脳の発遠に目をむけることによ

り、脳がどのような育ち方をしているか、これか

ら脳のどの部分に働きかけて癒したり、発達を

促進したりすればよいのかを知ることができる，

そして、子どもの将来に大きく影響する行動や

思考の正常化につなげる力強く具体的な方法を

得ることができるのである。

「こころが痛む」とは、心臓が痛むことだとおも

っていませんか？でも悲しみを感じ、血管を収

縮させ心臓に痛みを感じさせたり、喜びや優し

さ、思いやりを行動に移せたりできるのは脳が

命令しているからです。

（ヘネシー澄子著「気になる子理解できるケアで

きる」より）
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2．1脳の構成

（1）「三位一体の脳」

　人間の脳は、大きく分けて3つの部分、大脳・

　大脳辺縁系・脳幹で構成されているeこの3つ

　は一緒に活動するので、「三位一体の脳」とい

　われている，

　胎児のときに、まず発達するのが脳幹（brain

　stem）である。

　脳幹はr爬虫類の脳」といわれ、自律神経を通

　して呼吸、体温、心拍、血圧、飲食、排泄、睡

　眠、目覚めなど基本的、自動的な機能を司って

　いる。セロトニンやドーパミンなど脳内伝達物

　質の分泌を調整するのも、脳幹である。

　次に発達するのが、『感じる脳」といわれる大

　脳辺縁系（li皿bic　system）である。

　体外からの刺激（危険情報）を通すかどうかを

　判断する、門番役の視床、危険信号の役割を

　果たす扁桃体、記憶を作る海馬、右脳と左脳

　の情報の連結する脳梁があり、体外の情報を体

　内に伝え、危険を避けて生きる機能を果たす。

　最後に進化して人間で最も進化したのが、r考

　　える脳」といわれる大脳（cerebral　cortex）で

　　ある。

　胎児期の7カ月ごろには、大脳が中脳と脳幹ヒ

　部を覆い、少ししわや折り目ができてくる。9カ

　　月目には、このしわはより深くなり幾層にも畳

　　まれ、脳全体の80％をしめ、成人になるとこの

　　しわは、伸ばすと7倍にも広がり、新聞紙ほど

　　の大きさになる。この広さが、人閲を他の動物

　　と分けている所以である。大脳の機能は人類

　　共通だが．たたみ方などに個人差があり、二つ

　　として同じ脳はない．

（2）情報伝達の神経回路

　人間の脳を上から見ると、灰色の胡桃のような

　形をした左右1対の大脳があり、その下に、大

　脳辺縁系、脳幹があり「三位一体の脳jを形成

　している。

　そして、脳の表面には硬膜、その下にくも膜、

　さらにその下に3mmほどの薄い大脳新皮質と

　いう膜がある。

　大脳の中には、1，400億個のニューロン（脳神経

　細胞）が詰まっている。ニューロンは、体外から

　の刺激を受けると、反応して神経線維を伸ばし、

　同じように反応しているニューロンとシナプスと

　いう連結部をつくる，ユつのニューロンは、1個

　の神経線維が伸びているだけだが、ニューロン

　の先には、1．000本の惜報を受ける樹状突起が

　あり、いくつものシナプスを作ることができる。

　こうしてできた脳神経回路は、使うほど強化さ

　れるcさらに、神経線維が軸索という脂肪のか

　たまりに覆われて絶縁体となり、そこに電流が

　伝わることで、早く情報処理ができるようにな

　る。幼児が、同じ遊びを何度も何度も繰り返

　　しするのはまさにこれである。脳がシナプスを

　索軸に覆う作業をしているのだ、と捉えて接す

　ることが大切である。

　そして、使わない回路は消えていく、これを脳

　の可塑性というc

　人間は、こうしてできた脳神経回路で情報をや

　　りとりし、運動機能、認識、判断、感情のコント

　　ロールをしているt

●Pt＿，
　　　　　　　　1　　　’L　　　　　　　　　　　　　一

CIE＄e

●
・1●
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（3）右脳と左脳

　大脳は上から見ると、右脳と左脳に分かれる。

efUD　gv．　　　一　、

赤ちゃんのときに、まず発達するのが右脳である。

「感じる脳」といわれる大脳辺縁系につながって

おり、感情の情報を受け入れて、それに反応す

る行動を起こさせる。直感的な思考、映像や図

形の認識、芸術的な活動は右脳の機能である。

幼児が怒り、すぐ暴力を振うのは、怒りを言葉

で表現する左脳がまだ発達しておらず右脳だ

けで反応しているためである。対人関係に欠

かせない言語機能や、人の気持ちを表情から

読み取る共感能力は、左脳の働きである。右

脳より少し遅く、生後6カ月ごろから、周りの大

人たちと相互関係を築くことで発達していき、

理性的な判断、抽象的、論理的な思考を可能

にする。右脳と左脳は、脳梁という神経線維で

つながり、左右同時に機能することができる。

（4）大脳の4つの部屋の役割

　大脳は横から見ると、前頭連合野、頭頂連合

　野、左右の側頭連合野、後頭連合野という大

　きく分けて4つに分かれる。
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前頭連合野の前方は、前頭葉である。r脳の司

令塔」と呼ばれ、過去の記憶と照らし合わせて、

新しい物事を認知して決断、長期計画を立てる、

不適当な感情や行動を抑制する機能をもつ。

前頭葉は、思春期から青年期に大いに成長し、

大人の大きさになるのが女性で20歳、男性で

は22歳くらいである。この観点からいうと児童

福祉施設は、22歳まで入所可能とし、しっかり

と脳を成長させてから社会に送り出すことが

望ましい。

また、前頭連合野の後方は運動野で、運動神

経に命令を出すe

両耳あたりにあるのが側頭連合野である。視

覚、聴覚、嗅覚、記憶などを司る。人間は、胎

児のとき母の声や、心拍、血流の音などを聴き、

聴覚の脳神経回路を、発達させて誕生する。

頭の上部には、皮膚感覚や空間を把握する頭

頂連合野がある。ものの動きをとらえる働きを

する。

頭の後ろには、目で見たものを最初に認識す

る後頭連合野がある。



2．2脳の発達

（t）O～1歳

　出産した赤ちゃんの脳は大人の4分の3くらいの

　大きさである。シナプスの数は、大人が500兆

　に対して、赤ちゃんは50兆しかない。

　赤ちゃんの脳は、親や保育者との愛着関係か

　ら多くの刺激を受け、発達する。

　6歳までに大人の脳の90％の大きさになる。最

　近の研究で、遺伝子に秘められた脳の発達の

　可能性を咲かせるのは、保護者の愛情に満ち

　たやりとりと、地域の保育所や学校を含めた成

　育環境であるとわかってきた。特に乳児期は、

　保護者との密接な相互関係で、体温調節や睡

　眠リズムなどを司る脳幹の働きが調節でき、ま

　た、3歳までに対人関係を作る能力の基礎が作

　られる。

　出産は、赤ちゃんにとっては、心地よい胎内か

　　らものすごく刺激ある世界に押し出される最初

　のトラウマ的ストレスになる。現在アメリカでは、

　このストレスを和らげるために、産室を薄暗く

　　し、医者やスタッフはできるだけ静かに、薬や

　器具を使わず自然な状態で産むことを行って

　いる。そして、生まれた瞬間にへその緒をきら

　ずに、母の胸に抱かせ、赤ちゃんに母の心音

　　と声を聞かせる。

　　これにより、赤ちゃんの視床と、扁桃体に深い

　安堵が刻まれる。さらに母のにおい、母乳の味

　　などが加わり、安心感や安堵感を扁桃体が記

　憶することが、後のトラウマ的ストレスに打ち勝

　つ「弾力性」になる。

　　母はお産の痛みが和らいだところで、泣いてい

　　る赤ちゃんを抱き、すぐ泣き止むことに接して

　　感激といとおしさを経験する。これが、赤ちゃ

　　んの正常な発達に必要な「愛着の絆」の芽生え

　　である。このとき赤ちゃんは、母と他の人の声

　　を聞き分けられ、2日後には顔を見分けること
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ができるようになる。

赤ちゃんの脳幹は、呼吸や睡眠、体温維持な

どの機能を果たしても、調整はまだされていな

い。最初に脳幹が機能して、赤ちゃんは泣い

て空腹、痛み、眠さなどを親に知らせる。親が、

子どもの泣き声を聞き分けて哺乳する、痛い

ところをさする、優しく揺すって寝かす等をす

ることにより、脳幹内の自律神経の機能を調節

し、内臓や、血管の働きを整えていく。中でも、

母親に静かに揺すられる行為は一体感を昧わ

うことができ、安堵感、安心感を深める。これ

が、自分で癒して泣きやむことができる力（自

癒能力）につながる。

生後3カ月頃には、赤ちゃんは母が部屋に入る

と泣きやみ、動きを目で追い、腹這いから頭を

持ち上げる。声を出し、いつも見ている人たち

の顔を見分けることが出来る。また、音がでるも

のに手を伸ばしたり、服を引っ張ったりもする。

生後3カ月から6ヵ月は、赤ちゃんと母との肉体

の絆が、愛着の絆に変わる時期である。胎児

の時に、母の心音や血流を聞き分ける聴覚の

脳神経回路は、生後2カ月頃には消え、かわり

に母の笑顔、話しかけてくる声や抑揚、抱かれ

たり、負ぶさったりして味わう密着感が、愛着

の絆を強める。

生後7カ月から8ヵ月になると、家族とあまり見

かけない人との区別が付くようになり、人見知

りが始まる。これは、自分を守ってくれる人と

愛着の絆が結ばれた証拠である。

特にこの時期は、動物園や遊園地など利用し

て五感を刺激する豊かな経験をさせることが

望ましい。その刺激によって大脳新皮質に詰

まったニューロンが爆発的に増え、神経繊維を

伸ばして多くのシナプス（神経回路）をつくる。

赤ちゃんは、興昧と好奇心を示し、さらに探索

し学習していく。



また、赤ちゃんが言葉にならない「パパババ」

等の音を出すのに対し、母は「そう、この人は、

パーバで私はママ」と意味を添えると、左脳の

側頭葉にある言葉を理解するウェルニッケ野、

言葉を作り、発するブローカー野が育つ。

生後9カ月には、「ハイハイ」をする。右手と左

足、左手と右足それぞれを一対にし、これを

互い違いに動かす繰り返しをして、歩行の基礎

を作る。と同時に、右脳と左脳をつなぐ脳梁

を発達させ、左右の脳の統合を強化する。アメ

リカではハイハイをさせないことが、学習障害

の原因の一つと言われている。

9カ月を過ぎると、つかまり立ちも出来るなど運

動神経の発達が顕著になり、探索の領域が広

がってくる。保護者の「駄目」という意味がわか

るようになるので、親は言葉で意志を伝えてい

くことが大切である。「それちょうだい」等の指

示に従うことが出来たり、「牛はなんて鳴く？」

と言葉遊びを取り入れたり、語彙を豊かに覚

え、話す基礎を作っていく。

1才過ぎると感情を司る大脳辺縁系が発達し、

怒り、恐怖、愛情、嫉妬などを表現出来るよう

になるので、絵本を読みながら様々な、感情

をまねするなどの関わりをもつことで愛着の絆

が深まり、子どもの脳の発達の可能性を高め

る。

（2）1～1歳半

　この時期は、前頭連合野の後部にある運動野

　が発達し、支えなしで歩け、探索の領域がさら

に広がり、自分で試そうとする時期である。保

育者は、安全を確保し、子どもは探究心から自

主的に行動する。技術を習得し、達成感や満

足感を得て自己尊重と自信を深める。この体

験は、大脳辺縁系の視床の機能を強める。

視床は「心の目」といわれ、外的刺激を通すか

通さないかを判断する場所である。

この時期の特徴は、物語やお話を聴きたがり、

同じ本を何回も読むように要求する。これは

子どもが本能的に母国語を習得し、言語を司

る各分野の脳神経回路を強化している。保育

者が飽きずに付き合うことが大切である。

（3）1歳半～2歳

　この時期は、接近と逃避の時期といわれ、知

　らない人や場所に近づき、不安になって親元に

　逃げ帰り安全を確認してまた接近する。親や保

　育者は励まし、見守ることで自信と達成感を深

　める。この探求心や、好奇心を支えることが子

　どもの大脳を発達させる。

　2歳になると、目と手の相応（視覚野と運動野の

　統合）が早くできるようになり言葉も増えてくる。

　アメリカではこの時期に「母は子どもの延長で

　はない」ことを教える。

【例】

〈母〉　　「お母さんはあなたではないのよ。」

　　　　といってから「泣いていてもわから

　　　　ない。ちゃんと教えてc」と伝える。

〈子ども〉理由を説明。

〈母〉　　子どもを抱きしめ「痛かったでしょう」

　　　　と声をかける。

このように子どもの努力に親が応えることが褒

美になり、子どもは自分の気持ちを伝える方法

を学ぶ。（右脳で感じたことを左脳に移して言

葉で伝える）
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（4）2～3歳

　この時期大脳では、脳神経回路が爆発的に連

　結しており、子どもはイライラし情緒的に不安

　定になる。「いやっ！」を覚え、保護者の言うこ

　とを聞かず、むずかる。親は、「この子は私に

　反抗している」と思いがちだが、「脳の発達で

　いらいらしている」と考えて接することが大切

　である。この時期、自分で排泄をコントロール

　し始める。それは脳幹の調節をしているときで

　あり、脳内の緊張も高い。排泄の失敗で「恥ず

　かしい」という感情も発達する。

　日常の生活習慣のルールなど、子どもが家庭

　と社会の規則を学ぶ時期。親、保育者は、「生

　活には習慣としておこなうことがある」「しては

　いけないことと、するべきことがある」ことを教

　える。これは子どもに安心感を与えることになる。

（5）3～5歳

　3歳過ぎると、脳神経回路の発達が緩やかにな

　り、イライラもおさまってくる。

　このころ、父の存在が大切になる。男の子に

　とっては、活発な遊び相手と同時に人生に有

　効な技術を教えてくれる人、女の子には最初

　の憧れの男性、というように父親と今までと異

　なった人間関係を作る。共感を司る前頭葉が

　発達している、ということである。

　一方、3歳までネグレクトされた子どもの脳は、

　アルツハイマーの高齢者の脳のように小さく、

　正常な子どもの脳の6割ほどの大きさでしわも

　少ない。3歳までの生育環境は、とても大切な

　のである。

また、子どもの脳はこの時期から個人差がで

き、性格的な違いが見えてくる。悪いところを

直そうとするのではなく、よいところを伸ばす

ことで脳は飛躍的に発育する。

3～4歳のころに、大脳辺縁系のなかでも、長期

の記憶を作る海馬が育つ。

このころの記憶はまず海馬で作られ（記銘とい

う）大脳の側頭葉にばらばらに保持されている。

それを思い出したいときに前頭葉が1つにまと

める。しかし、海馬の記銘の段階で出来事を

受け入れるように適当に処理されており、思い

出す記憶はあまり正確ではない。4歳になると

方向の確認や皮膚感覚を感じる頭頂葉の機能

と、四肢の運動筋肉が発育し、繊細な運動神

経が発達する。多くの子どもは、このころに幼

稚園などに行き始め、親以外の大人との接触

や、同年代の友人との遊びで成長する。ごっこ

遊びをして、社会のルールを学び、自分たちで

遊びの工夫をして、創造力や空想力が育つ。

子ども同士で遊べば遊ぷほど大脳全体、特に

前頭葉が育つ。また、けんかで問題解決法を

学ぶ。

5歳のころには多くの人と交わり、前頭葉のな

かでも共感や同情心を司る部分が発達する。

そして、人を喜ばせようとしたり、してはいけな

い行動を制御したりする能力が育つ。倫理感

の芽生えであり、その源は親や保育者との愛

着の絆である。

さらにこの時期、性のアイデンティティーが顕著

になる。

（6）6～12歳

　6歳までに、大脳新皮質には大人の2倍もの

　1，000兆の連結部ができ、大人の脳の90％～

　95％の大きさになる。

　この時期は、言語を習う回路が多くできてお
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り、外国語を習うのに適している。小学校に入

り規則的な学習を始めると新しい回路が加わ

り使用する連結は強まるe

また、使わない回路、特に言語を習う回路は

消えていく。これを醇定という。脳神経回路は

12～14歳に勇定されていき、大人と同じ500兆

ぐらいになる。

（7）12～16歳

　思春期は、「第2の脳の形成期』といわれる。

　脳の爆発的な発達によるイライラから、情緒不

　安定な様子や大人に反抗的な態度が現れる。

　子どものわがままやしつけの失敗だと捉えられ

　やすいが、そうではなく、必要な発達過程の症

　状である。

　16歳くらいまでに大きく発達するのが、体感感

　覚を司る頭頂葉と前頭連合野の運動野であ

　る。したがって、中学高校時代はスポーツを始

　める最適な時期である。頭項葉は訓練を重ね

　ることで、前頭葉を通さずに見聞きした情報を

　すばやく統合して、身体の運動筋肉にすばやく

　命令することができる。

　運動や動作を、さらに繊細にして記憶し、体の

　バランスを司るのが小脳であるt

〔8）16～22歳

　思春期にもっとも発達するのが、脳の司令塔で

　ある前頭葉である。

　ここは、過去の記憶と新しい経験を比較し、

　考え、判断、決断、実行、命令する。因果関係

　がわかり、長期計画を立て感情を抑え行動を

　コントロールできるのは前頭葉が十分発達して

　大人の脳になってからである。

　16歳までに前頭葉に脳神経回路が連結し、そ

　の後20代はじめまで脳神経回路は勇定される。

　大人の前頭葉の厚みになるのは、女性で20歳、

　男性で22歳頃である。（したがって、児童福祉

　施設では22歳までケアをすることが望ましい。）

　また、右脳と左脳を連結する脳梁という神経

　線維の束も発達する。脳梁が太いほど、右脳

　と左脳が同時に機能できる（統合する）ように

　なる。女性のほうが脳梁は多く、感情と理性の

　統合が優れているといわれる。

　大脳、特に前頭葉が爆発的に発達している高

　校生にとって、睡眠は重要である。アメリカでは

　高校生に9時間半は眠るように忠告している。

　この時期の子どもたちとの付き合いは、よき相

　談相手となることである。問題解決の選択肢

　を提供するコンサルタントとして、自分の行動

　を子ども自身に選ばせ、その結果起こることへ

　の責任をとるよう経験させる。

　反抗することで親から精神的に分離するため、

　親や保護・者は対抗できる規則や考え方をしっ

　かり持つことが×切である。

「気になる子理解できる　ケアできる」より抜粋

著者ヘネシー・澄子　2006年8月学習研究社
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これまで述べてきたように、赤ちゃんと母親の絆

によって促される脳神経回路の発達は重要であ

る。ただ衣食住を満たしてあげる親がいればよい

のではなく、その情緒的な関わりが欠かせない。

研修中のワークショップでは、その著しい脳神

経回路の発達の過程を、毛糸を使った演習に

よって理解した，視覚化することで、赤ちゃんを

取り巻く環境が、いかに脳の発達に違いをもた

らすかが、容易に見えてくる。

7人が、赤ちゃんの聴覚、味覚、触感・体感、視

覚、嗅覚、言語、情緒感覚、という脳神経をひと

つずつ代表し、刺激を受けた脳神経から同じよ

うに反応している脳神経へ毛糸を渡し合い、脳

神経回路のつながる様子を観察した。赤ちゃん

の一一Hを追いながらの演習である」

3．1情緒的な対応をする親に育てられる赤ちゃんAの脳神経回路の発達

　このケースの赤ちゃんは分別のある情緒的に成熟した母親のもとに生まれた，父親も1士事から帰ると子育

　てを手伝う，母親は赤ちゃんが泣くとすぐにそばに行って何が必要かを悟り、オムツを替えたり、授乳をし

　たり、赤ちゃんに注意を向けていつも話しかけ、あやしてあげたりして刺激している。家庭環境は平安で、

　幸福、愛情に満ちている。

r・一・一・一・一・一・一・一・一・一・赤ちゃんAの一日　・一・一・一・一・一一・一・一・一・、

i毛糸の玉を「情緒感覚」に渡して　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

i「この赤ちゃんはお母さんと情緒的な連結」がもう出来ているので、情緒の脳神経から回路作りをはじ　l

iめます．（毛糸の玉を少しほぐし、「情緒感覚」に糸の端をしっかり握っているように指示する）」　　　　i

i聴衆に向かって　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i

ir赤ちゃんが泣きました．お母さんはすぐに行って抱き上げ、抱きしめています．」　　　　　　　　　i

i（お母さんを見るので「視覚」が刺激され、抱き上げられた「触感」母の匂いで「嗅覚」などの脳神経が刺i

i激されるので、各感覚の担当者間が糸で繋がる．）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i

i「お母さんは赤ち・んにesしかぱカ｛ら瀞かに上下に揺す・てなだめてVまt・J　　　i

！「さあ樋びの醐蝕お母さんは赤ち。んべ。ドのヒにモビルをつるしてあct“ました」〔視覚）　1

！「それからrガ，ガ。賠のする玩具）赫ち。んの手にもたせて、話しかけながら＿緒に遊んであげて1

！います．」　　　　　　　　　　　　　　　　！
！（糎、視覚聴覚言語、玩貼。に入れると味覚や匂い、鍋さんとの遊びで情緒も撒される．）　1

1「室内の遊びから、今度は公園でのお散歩です。」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

i（蝿の様々な匂い息音融れるものなどで、こ旭の脳細胞が轍さ才、る）　　　　1
L．＿．＿．＿．＿，＿．＿．＿．＿．＿．＿．＿．＿．＿．＿．＿．＿．＿．＿．＿．＿．＿．＿．＿．＿．＿．＿．」
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味覚1

視覚

聴覚

曄感・体感覚

嗅覚

演習の様子
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3．2情緒的な関わりを満足に得られない赤ちゃんBの脳神経回路の発達

　つぎの赤ちpんはルーマニアの孤児院で育てられている。赤ちゃんの担当者は何人かいて、交代制で世

　話をしている。この人たちは赤ちゃんに対する愛情をもってはいるが、ひとりで20人の世話をするので手が

　回らない状態である。孤児院の運営資金は不足している。この赤ちゃんは、ほとんどいつもひとりでベッドに

　いて、オムッ交換や哺乳は日課に沿っておこなわれている。

r・一・一・一・一・一・一・一・一・一・赤ちゃんBの一日　・一・一・一・一・一・一・一一一・一・5

ir視覚」担当者に青（緑）の毛糸の玉を渡して　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

irそれでは赤ちゃんBの日常生活を一こまずつお話します。この赤ちゃんは今入ってきた職員を見たの！

iで、「視覚」からはじめます。」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！

i「視覚」担当者に糸の端をしっかり持つように指示して　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！

i「今赤ちゃんのオムツが取り替えられました。この職員は後19人のおむつ交換をしなければならないの！

iで、大急ぎで一9－．」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

i（視覚、オムツの匂い、新しいオムツの感覚）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！

ir赤ちゃんがお腹がすいて泣いてVまS－eでもまだ哺乳の時閥ではありません．」　　　　　　　　　！

i（自分の泣いている声を聞く）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！

irやっと哺乳の時間が来ました。哺乳瓶が赤ちゃんの枕に立てかけられて、そこからチュッチュとすって　！

iいま刻　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
i（味覚、嗅覚など）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！

ir赤ちゃんがオムツが汚れたので泣き出しました。でもまだおむつ交換の時間ではありません．」　　　　！

i（泣き声を聞く）　　　　　　　　　　　　　　　　！
irやっと違う職員が来て、オムツ交換しながら話しかけてくれました．」　　　　　　　　　　　　　　！

i（新しいオムツの触感、汚れたオムツの匂い、言語、聴覚、視覚、情緒など）　　　　　　　　　　　！

ir赤ちゃんは一人ベッドにいます．そこには玩具もなく、壁は真っ白でt“」　　　　　　　　　　　　！

i（刺激なし）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！

ir次に職員がきて、次の部屋に赤ちゃんを連れて行き、入浴させました．」　　　　　　　　　　　　！

i（視覚、触感、聴覚など）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！

k＿．＿．＿．＿．＿．＿．＿．＿．＿．＿．＿．＿．＿．＿．＿．＿．＿．＿．＿．＿．＿．＿．＿．＿．＿．＿．＿－」
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3．3まとめ

　情緒的な関わりを受けた赤ちゃんには、たくさ

　んの刺激が与えられ脳神経回路が作られるが、

　それが得られない赤ちゃんでは、刺激が少な

　い為にあまり脳神経回路が作られていない。0

　歳から3歳までの子どもは正常な反応を得られ

　ないと正常に発達せず、適切な刺激が与えら

　れる環境が大切である事がわかる。

　機能する脳神経回路があればあるほど、赤ち

　ゃんは情報処理が上手になり、情緒豊かな頭

　のよい子に育っていく。

インストラクターのテドラ＝マンデル（Tedra

Mandel）さんは、最後にこう結んだ。

「この二人の赤ちゃんは、どちらも基本的なニー

ズが満たされています。どちらも虐待や放置を

受けていません。でも、どのようにニーズが満

たされたかによって、このように脳神経回路の

発達に違いが出てくるのです。特に、世話する

人との情緒的なつながりが、脳の発達に欠か

せないとおわかりでしょう。」

3∫



親は、子どもの発達を妨げることなく、むしろ

それをうながしていく責任を負っている。多く

の大人は、自分が育てられたように親子の関わ

りを持とうとする。よかれと思っていても、そ

れは間違った信念やしつけの方法かもしれな

い、子どもの幸せのためにはふりかえり改める

ことが必要かもしれないのに。

そこで、子どもの発達を脳の発達の観点から

見てみる．子どもの発達のためになにが必要

なのか、かなりはっきりしたことがわかってくる．：

たいていの親は、子どもとの関わり方を変えて

いこうと思うだろう。

人間が生きるための原始的な脳は、胎児の頃

から機能しはじめている。しかし、「考える脳』

といわれている大脳は、最後に成長をする部

分であり、動物のなかでも人間が人間らしく生

きるために大脳が正常に発達することは非常

に重要なのである。

脳の正常な発達に欠かせない基盤となるの

は、r感じる脳」といわれている大脳辺縁系に、

母子の絆による安心感を記憶させることであ

る。安心感の記憶はtさまざまな刺激に対する

反応を、「またそのうち安心できる」というよう

に調節して、適切な身体感覚や行動につなげ

る役割を果たしているからである。
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そこで、「いまは、緊張ホルモンを押さえ静まる

ように、優しく抱いて静かに語りかけてあげ

て。」「赤ちゃんがイライラして泣くのは、いま、

脳の神経回路が爆発的に増えているからなの

だ。」ということを母に伝える。すると、母はそ

れを意識しながら子どもに接し、そして、着実

に母子の愛着の絆を深めることができる。

親との愛着の絆は．子どもの一生の幸福の鍵

となり、それは貧富にかかわらず、親の誰もが

子どもに与えることができるものなのである。

人所施設において、子どもたちの発達、成長

にかかわり援助する私たちであるが、これまで、

人の脳について学び、理解しそれにもとつい

てどれほど子どもたちに接してきたかたと聞か

れると恥ずかしながらほとんどできていなか

ったといえるであろう。いや、脳の発達の視点

に立ってということ自体、頭になかったのが正

直なところである。

私たちはこの研修において、まずこれが理解

できていなければ、子どもの成長にかかわる

仕事はできないと確信した。



自警笛ンヘルシースタート

IA児童虐待に関する法律の歴史

　100年ほど前に、ニューヨーク市で女の子たちが

　母親からの虐待を受けたケースでは、当時は女

　の子たちを保護する法律がなかったため、動物

　愛護協会が作った動物を愛護する法律を使って

　女の子たちを保護した．

　因みにオレゴン州では、1965年に社会福祉局に

　児童課ができた。

　しかし、児竜福祉を担当するソーシャルワーカー

　たちは、しっかりとした法律がなかったので、犯

　罪法の法律を使って子どもを保護しようとした

　が、権威がなく、その時は警察官だけが介入を

　していた。1970年の初めに、ようやく議会で児

　童を保護する法律ができ、ソーシャルワーカーた

　ちにも権威を与える新しい法律ができたt7さら

　に、1974年に連邦法で、児童虐待防止の法律が

　作られ、（日本では2000年）オレゴン州でも児童

　虐待防止法が作られた，

　「どのように児童と家族を保護していかなければ

　ならないかを研究・リサーチして制度や法律を

　つくる、オレゴン州が進歩的で創造的な考えを

　持っていることは誇りである」とオレゴン州行

　政官は述べていたtt

1．2オレゴン州の州法

（1）保護対象

　0歳（誕生）～18歳（成人）で、18歳までに障がい

　があるとわかれば、21歳まで保護対象となる．．

（2）通報責務者

　法律によって通報貴務者は以下のように分けら

　れている。

．①医師、教師、弁護ヒ、消防士、警察官、ソーシ

　ャルワーカー、歯医者

　上記の者は通報をしなければライセンスが剥

　奪される。

②その他の市民

　通報しなくても罪にならない＝

　ほとんどの通報は医師、教員であるがオレゴ

　ン州は地域を守るという意識が高く、何かあ

　ったら市民が通報してくる／t従って、市民に通

　報の義務N－ltをしなくてもあまり問題とはな

　らない，

（3）ネグレクト（放置）の定義

　工貧困で食物、衣類、医療、移住の場所を子ど

　　もに与えられない場合。

　②10歳未満の子が一人で家に置かれている場合

　③危害が加えられやすい環境に子どもをおいて

　　いる場合（Threat　of　ham）eこれはオレゴン州

　　特有の定義で、家庭内暴力、麻薬を作っている、

　　同居しているものに性犯罪者がいる場合等，

（4）虐待の定義

　工精神的虐待

　　子どもの問題行動が、親からの言葉により起こ

　　った場合，子どもに「おまえは嫌な子、汚い子、

　　いらない子」などの言動で、子どもが家出した、

　　（この場合小児精神科医か臨床心理士の診断

　　が必要）

　②．身体的虐待

　　あざがついたり、けがをさせたり、傷害を追わ

　　せたりするほどの暴力．

　　揺さぶり症候群、宗教的な理由で輪血をさせ
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「

OREGON

ないという医療的な放置も虐待となる。因み

に、お尻を軽く叩くことは虐待にあたらない。

③性的虐待

オレゴン州では性的虐待に関して厳しい法

律で対応している。

為をする。

・ 性的に子どもを使う…性行為をさせる、性

を売らせる。

・ 子どもを売る…お金目当てに養子縁組を

するe性的目的で人身売買する。

・ 性的接触…女の子の性器をさわる、性行

1．3児童虐待への対応

事例：7歳の子のほおになぐられたあとがあると、教師が通報する。

（1）虐待通報後の流れ……1

対人サービス局児■課（DHS）虐侍ホットライン

安全フラン

検討会議

　児童ソーシャルワーカー

年齢・家族の虐待暦を調べる

／帖

㌃
児童保護サービス アセスメントできる

サービスワーカーが
書察とともに即座に訪問8①

家庭に帰す

裁判所に親権剥奪許可申鯖書を提出

’¢1擦とのチームワーク

旨察と違携し家庭訪問。ワーカーはその後、

治療的曝かかわりなど家庭との関係を栖碗する。

■察レ犯罪の専門家・ワーカーレ虐待の専門家

’②こどもの安全プラン

母親のストレス度や危険要素がどのくらいあ

るのかを見極め、子どもが家庭復帰しても安
全に暮らすことができるか可能性を探る。

こどもの安全フラン検討会議には、家族・緬・

児童ソーシャルワーカー・児量保額サービス

ワーカーが出席し、会■はもう一人別のソー

シャルワーカーがリードする。ここで、①家

歴復帰に向けたフラン②親権剥奪のフランを

立て、60日以内に児童裁判所に提出。

（2）虐待通報後の流れ……2

なかつた

親の希望により

各サービスを受ける

虐待の群

子どもの弁護士

親の弁護士
対人サービス局弁護士

晦司ヒ※連邦法：霧は15カ月以内にサービスを

　　親権停止
（ward　of　the　court）・③

親元に帰る

90日～6カ月
　　　　　　　琢ヨたアフターケア

安全プランを作成した

メンバーがグループで

見極めを行う。

1ケース終了

親奪剥権

L11tpa

受け、安全な親になる。

〔鏡業の魑／精神的ケア／経済的援助｝

麻薬などで親に改善が見られない場合は、

8～12カ月後の特別競判所で、安全プラン②を

参考に親権剥奪の審判をする。

’ 最初に近親との養子縁組先をさがす。
w 迂襯1こ好絹鯖目6モカ¶なし唯合1ま

対人サービス局で認めた里親先へ
養子縁組を行う。

’③

子どもが観から引き離された場合、穎緻酌、、

親権停止となっても州の子どもとして対応する。

6カ月ことに州の担当局が家庭裁判所か児菌裁

判所に子どもの屍況を報告しなければならない。
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1．4養子縁組と里親資格

（1）養子縁組の状況

　オレゴン州では、一日平均7，500人の子どもが

　里親養育を受けている。

　マリオン郡には約8万人の子どもがいるが、そ

　のうち1，568人（1．9％）の子どもが虐待のために

　児童福祉サービスをうけ、そのうち年間65人

　（全体の0，08％、被虐待児の4．1％）の子どもが

　養子縁組をしている。

　人口20万人のマリオン郡には、対人サービス

　局の児童のソーシャルワーカーは135人、保護

　ソーシャルワーカーは16人いて、月間16～18件

　のケースを扱っている。永久プランソーシャルワ

　ーカーは常時25～27件の子どもを担当している、

（2）里親資格要件

　①犯罪暦がないこと

　②近隣の知り合い、属している教会の牧師や

　　仕事上の上司からの「この人はやさしくt子

　　どもの虐待などの恐れがない、信頼できる

　　人物である」という人格面での推薦状（3名）

　③1週3時間、12週間のトレーニングの受講

　④毎年10時間のセミナー受講

　※なお、里親は別途ソーシャルワーカーにサポ

　　ートしてもらうことが出来る。オレゴンでは里

　　親は臨床チームの一員であり、対人サービス

　　局とチームを組んで、子どもを養護するスペ

　　シャリストである。

　　また、地区ごとに里親サポートグループがある。

（3）10代の子どもの自立生活プラン

　ティーンエイジャー（14～18歳）の被虐待児の自

　立生活プラン（lnCliVidual　LiVing　Ran／ILP）は、

　その子どもが成人したときに、自分の子どもを

　虐待しないように、親としての基盤を作ること

　が目的である。

教師、里親、子どもの知人と子ども自身が加わ

り、教育・職業・保健・住居等、それぞれの細

かいプランを立てる。児童福祉局がかかわっ

ている里親や、養子縁組をしているが金銭的

に余裕がない子どもについては、ソーシャルワ

ー カーが自立プランを立てる。

14歳から自立支援のサービスを受けられるが、

16歳になるとサービスを受けなければならないと

法律で規定されている。又、18歳で自立する際

は自身で自立プランを立て、裁判所（児童裁判

所か家庭裁判所）の承認を受け、承認が得られ

た段階で、対人サービス局の責f壬が終了する。

1．5児童虐待への対応に対するまとめ

　一つのケースに対して、多くの人が関わりを持

　ってケアしていることと州全体が虐待に対して

　高い意識を持っていることが特長である。また、

　通報を受ける対人サービス局の迅速な対応も

　あり、早期に介入しケアできる点が優れている。

　一方、日本でも最近、麻薬の問題が深刻化しつ

　つあるが、ここオレゴンでも麻薬の問題が日本

　に比べて非常に多く、ケアは充実しているもの

　の根本的な問題が解決されないままで苦労し

　ていることが分かる。

1．6日本との比較

　圧倒的にソーシャルワーカーの数が違うのに驚

　いた。マリオン郡20万人の人口に対して、ソー

　シャルワーカーが135人（人口1，481人に対して1

　人）という数は、日本の5～8万人に対して1人と

　比較すると歴然とした差がある。

　日本でも数年前から家庭支援専門相談員（ファ

　ミリーソーシャルワーカー）などが児童養護施設

　にも置かれるようになり、家庭支援についても

　行うことができる枠組みができつつあるが、オ

　レゴンでは子どもだけでなく、親に対する支援、
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教育内容が明確に示されているc

その点、日本の児童養護施設においては虐待

をした親を指導する教育プログラムが確立して

2．1はじめての赤ちゃん

初めて赤ちゃんが生まれたときの不安。24時

間365U赤ちゃんを世話したことなどない母親，

ついさっきまで、自分のことだけが守備範囲だ

った，お風呂もトイレも、もちろん睡眠だって完

全に自分のための時間だった，でもこの瞬間

から、赤ちゃんの身に起こることすべて、「お母

さん」である白分が担っていく，自分のことよ

り赤ちゃんを優先し、期待された責任を負っ

ていく．わからないことだらけ，

赤ちゃんが風邪を引いた一「お母さんが悪い」、

赤ちゃんが泣く一「わかっていないお母さん」、

赤ちゃんの発達が遅い一「このお母さんのおな

かから生まれたから」…

親戚に、近所の人に、行きずりの人にそんな

ことを思われてしまうのではないか．ダメな母

親だと、自分を責めてしまう　赤ちゃんの前で

泣いたり怒ったり
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いないため、家庭復帰が難しくその結果、児童

は長期の施設入所を強いられる．対策が急が

れるところである．

　「なんでもお母さんのせいにしないで」

　「赤ちゃん、どうしてお母さんの気持ち

　　　　わかってくれないの？」

　　「自分の子を可愛く思えないなんて、

　　　　わたしお母さん失格？」

こんな母親の不安や愚痴を誰が聞いてくれる

のだろう，一’H中ほとんど外に出られない新生

児との生活の中で、このストレスはどうなるの

だろう，仕事から帰ってきた夫が、受け止めて

くれるのだろうか、それでもたいていの母親は、

なんとか子どもを育てている．

ところが、

「この子がいなければ、自由になれたのに。」

　　　「この子は痛い目にあっても、

　　　　親のいうことをきかない。」

このような理由で児童虐待の事件になるケース

は、あとを絶たない　事件にまではなっていな

くとも、棚談を受ける中でそのような言葉を何

度か耳にしてきた．これは、なんとかやってき

た人達とは、何かが違って深刻である、

しかし、そのように訴える親であっても、赤ち

ゃんや子どもに外傷が確認できないうちは「み

まもり」や「子育て情報提供」で対応してきたの

が、これまでの児童福祉の流れである。丁寧

に親の訴えを聞き、そのつど愚痴のはけ［に

なっていた支援機関もあろう．つまり、心配な

家庭であっても子どもに外傷がない限り、親の

やり方に頼り、尊重し、子どもに対する否定的

な考えさえをも支持し、「みまもり」だけをして

きたのではないだろうか，



2．2日本における乳幼児期の家庭支援

　増えていく児童虐待の相談件数や死亡事例の

　深刻さを懸念し、厚生労働省は、2007年度か

　ら「こんにちは赤ちゃん事業」を実施すること

　にした。専門スタッフが、生後4カ月までの乳児

　がいる全家庭を訪問するのである。

　対象を生後4カ月までの乳児としたのは、その

　ころまでの乳児期が、虐待を受けるリスクが大

　きく、また暴力により受ける被害が深刻になる

　からである。そして、「こんにちは赤ちゃん事業」

　のB的は、子育てをする親に対する行政サー

　ビスの情報提供や、育児に関する不安を和ら

　げ、虐待の危険性を低くすることと掲げられて

　いる。

　この事業の実施主体は市町村であり、費用の

　一部を国が負担する。

　市町村は、家庭訪問の専門スタッフを養成する。

　保健師や看護士、地域の母子保健推進員や子

　育て経験のある元自治体職員らに研修を行う

　のである。

　訪問対象は、母子健康手帳や出生届を基に、

　該当する家庭をリストアップする。各家庭少な

　くとも一回は訪問する。

　その際、赤ちゃんの養育環境を把握し、乳児

　検診の受診を勧めたり、子育て支援に関する

　情報を提供したりする。直接、子育てに関す

　るアドバイスも行う。また、家庭の様子を観察

　し、育児環境や親の状態などを把握する。

　親が精神的に不安定な状態にあるなど、心配

　な要素があったときには、医師やソーシャルワ

　ーカーなどが集まり、「ケース対応会議」を開い

　て対応を検討する。そして、個々のケースに適

　したきめ細かい支援策を決定する。

　従来、新生児のいる家庭への訪問は、生後約1

　カ月までであった。通常は、新生児訪問指導と

　呼ばれる事業で、助産師、保健師によって行
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われてきた。それは母子健康手帳に添付され

たはがきや、関係諸機関に問い合わせによっ

て申し込みされるため、サービスを受ける対象

者は限られていた。

新生児訪問は、新生児の体重測定や育児、お

母さんの産後の体調についての相談が主であ

る。赤ちゃんの病気を早期に発見し、健康を

守ることが目的であった。

しかし、2007年度からの「赤ちゃん訪問」は、

児童虐待防止のために行われる。そして、対象

期間を虐待に陥る可能性が高い4カ月までで、

対象家族を全家庭に広げて訪問する。これは、

画期的なことである。

しかし、この「こんにちは赤ちゃん事業」は、

個々の市町村の取り組み方にばらつきがある

だろうし、またこれから始めるがゆえに、家庭

訪問を本格的に行うことの効果やその問題と

なる点も見えておらず、試行錯誤の連続が予

想される。

その意昧でも同じ課題を先駆的に取り組み、

成功させているオレゴン州の「オレゴンヘルシ

ースタート」や同時に展開されている他の事業

内容を知ることによって、乳幼児期における家

族支援の利点や有効な技術とこれからの課題

を知ることができる。

考え方や取り組み方法の違いなどがあっても、

子どもの最善の利益という観点では同じ視点

に立つことは可能である。「こんにちは赤ちゃ

ん事業」をはじめとする根本的な日本の家族支

援のあり方に対して、われわれの報告から新し

いアイディアが得られることを期待したい。
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3．1ヘルシースタートの歴史

　前述したように、児童虐待や放置の問題は、ア

　メリカにおいて重要な課題として取り組まれ

　様々な対応がされてきた。

　1980年代後半にはアメリカ全体で児童虐待や

　放置を減少させることを目的として、子どもが

　生まれる前から3歳までの期間に、母と子の愛

　着関係作りを手厚く支援する「健康な家族」運

　動が起こりはじめるc各州で子育てへの早期

　介入の取り組みがされる中、オレゴン州では、

　1994年に州知事がハワイの「健康な家族」サー

　ビスをモデルとして、「就学準備」と「ヘルスケア

　利用方法改善」を目的に加え、「ヘルシースター

　　ト（健康な出発）」サービスが開始される。開始

　時4郡から実施されたサービスは徐々に他の郡

　に拡大され、実施されていない郡に比べ児童

　虐待や放置が半減するという大きな効果がみ

　　られたことから、2003年からはオレゴン州全体

　で取り組まれるようになった。

3．2概要

　ヘルシースタートは最大の目標を子どもの虐待

　や放置を減少させることにおいた。

　骨子はハイリスク初産家族（初産とは、母親が

　はじめて出産することだけではなく、父親にと

　って初めての実子である場合も含む。以下

　「初産」は同意味）への家庭訪問サービスであ

　る。ワーカーは初産家族に、家族が最も支援を

　受け入れやすく、サービスが有効に利用され、

　スムーズに健康管理やその他希望する資源に

　つなげることが出来る出産前か出産時という

　最も早い時期に家族に介入し、対象者を選定

　する。対象者の選定にあたっては、ワーカーは

　病院に赴き、前日初産家族となった家族を尋

ね、スクリーニング（ふるいわけ）を行うことか

ら開始する。スクリーニングにおいて虐待への

リスクがハイリスクであると判定された家族に

対しては、退院後家庭を訪問しサービスが開

始される。

【ヘルシースタート開始までの流れ】

d量くPt（≡う

前日出産した
初産家族

サービスの対象となった家族に行なわれる家庭

訪問では、健全な親子関係構築のために子ども

の発達や育児についての情報提供や支援を継

続的に行い、また家族環境の改善を図るため、

家族の持つ様々なニーズを充足させるサービス

を提供する。各家族の持つニーズとは育児に関

わることのみならず、経済的問題や就労、言語、
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住宅など多岐に渡っており、それらのニーズを

充足させることが家族のストレスレベルを軽減

させることにつながり、ひいては子どもの虐待

や放置を減少させることにつながるとしている

のである。

ヘルシースタートの特徴は、①オレゴン州の全

ての初産家族を対象としている、②ワーカーに

よる能動的な情報提供がされる、③家族の生

育歴から虐待や放置が行なわれるリスクが判

断され対象者が選定される、④家庭訪問とい

う形でサービスが継続的に提供される、⑤ワー

カーがよく訓練されている、⑥サービスを提供

された初産家族は皆「ヘルシースタート」に満

足している、ということである。

オレゴンヘルシースタートの概要は以下の通り

である。

統括機関 子どもと家族に関するオレゴン委員会（OCCF）

……詳細は第28回資生堂児童福祉海外研修報告書P51参照

実施主体 州からの委託を受けた各郡のNPO法人

運営費 約3億円

参加形態 自由意志

目標 1．虐待や放置の発生予防

2．虐待や放置から生まれる問題※への対応コストの削減（予防措置）

　（※特別教育や学習問題への対処費用／医療費／犯罪／雇用等）

面会場所 病院、保健所、クリニック、その他妊婦の行く場所（母親教室等）

面会時期 誕生前、または誕生時

対象選定方法 1．一定のツールを使用したスクリーニング（P47参照）

2．ケンプアセスメント（P49）での評価

サービス内容 規則的なスケジュールでの家庭訪問

家庭訪問頻度 レベル1（週1回）／レベル2（隔週1回）／レベル3（月1回）／レベル4（3ヶ月に1回）

対応件数 訪問員1人につき25～30家族

スタッフ 1．高卒以上

2．適した個人的特性※を持つ

　（※個人的基準での判断を避けられる／感情移入が出来る／分別がある／創造力がある

　　／独立心が強い）

3，手腕※がある

　（※地域機関が利用できる／教育と経験をもつ／家庭訪問が出来る）

指針 1．地域を対象とする

2．地域のボランティアを活用する

3．「並列フロセス」…模範的行動は、スタッフと共に、家族と共に実践する。

4．「家族を中心に置く」…子どもの支援と同様に親達をも支援する。
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【スクリーニング実施結果】

○スクリーニング総数

初産家族総数 大病院でのスクリーニング数 ハイリスク家族数 アセスメント実施者数

］7，077 　　　　7，022（4196）※

（評価同意者6，889評価拒否者133）

4，736（69％） 2．059（44％）

※残りの約59％のうち、個人の産院などで生まれ、ハイリスクと判断された子どもは産院から直接

ヘルシースタートに紹介される。従って八イリスク家族はほとんどカバーされる。

○スクリーニング時期

出産前 出産2週間以内 その他 不明

L663（25％） 3．871（57％） 1242（18％）
113

○アセスメント時期（八イリスク家族以外にも実施）

総数 ハイリスク家族実施者数 出産前 出産2週間以内 その他

2，777 2，059 449（16％） 619（22％） L709（6296）

○対象家族数（スクリーニング、アセスメントで八イリスクであった家族）と実施者数

対象家族数
集中的サービス受諾者数

　（アセスメント時）

家庭訪問の

情報提供者数

出産前か出産後3ヶ月以内に

家庭訪問を受けた家族数

L937 1，656（8696） 1，236 1．117（90％）

○アセスメントにおけるリスク要因（両親／養育者の特徴）

内容
幼児期に虐待や

放置を受けた

薬物乱用、精神疾患犯罪

　活動の経歴がある

児童福祉局と関連

したことがある

自尊心が低く

孤立している

暴力の可能性

　がある

父親 1．569（85％） 1．779（81％） 830（17％） 1．634（81％） ］ρ76（44％）

母親 2、894（89％） 2．390（7996） 1204（21％） 3，192（95％） 1．402（3896）

（「Healthy　Start　oi　Oregon　2004・2005」Status　RepOrtより抜粋）
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3．3ヘルシースタートにかかわる機関／

　　セーレム市

　ヘルシースタートは、州からの委託によりNPO

　法人が実践しているtt　NPOといっても、日本に

　おける社会福祉法人に近く、税金控除の団体

　である．大病院や梢神保健センターもこれに含

　まれる．

　運営費は、総額約3億円のうち、州が75％、郡

　が25％を担い、郡運営費の5％は現金、残り

　20％は物品等の寄付である　最近まで、州が

　事業費の総額を負担していたが、地域の自主

　性を促進するために、郡の・部負担と、イ丁志

　から寄付を求めるようになった．．委託された機

　関としては、その5％を収集することにかなり

　のエネルギーを注ぎこんでいる，それには、専

　属ボランティアがいて、資金提供者を探して奔

　走したり、寄付されたベビーグッズを管理したり

　するなど、運営に重要な役割を果たしている

　私たちが訪れたセーレム市〔Salem）は、南北に流

　れるウィラメッテ河（WiUanlette　River）を境にポー

　ク郡（Polk　County）とマリ才ン郡（Marion

　County）という2つの郡にまたがっている。そのた

　め、セーレム市のヘルシースタートで活躍している

　のは、両郡、あわせて2つの受託機関に所属す

　るワーカー達である、人口はマリオン郡の方が多

　く、それに応じてワーカーも多いため、マリオン郡

　のワーカーがポーク郡に協力し仕事をしている，

　市内で唯一、産婦人科の緊急対応設備を持つ

　セーレム病院には、毎日どちらかの郡のワーカ

　ーが出張している「アメリカでは、出生届けや

　母了手帳交付の制度がないため、出産まで妊

　婦の状況を把握するのが難しい．したがって

　セーレム病院との緊密な関係は出産にともなう

　人院の好機をとらえるばかりでなく、母親の慢

　性疾患・妊娠時や分娩時の異常・未熟児とい

　った、すでにハイリスクな状態にある家族とか
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かわりを始めるのに欠かせない場所である、

なお、個人病院で出産する人もいるがハイリス

クであれば病院からその詳細な情報が各機関

に人るため、その場合の情報も把握できる

私たちは、今回の研修でセーレム市でヘルシ

ー スタート事業を展開する2機関と、その重要

なポイントとなるセーレム病院を見学したので

ヘルシースタート事業以外についてもここで紹

介する．

（1）イースターシールズ・オレゴン子ども組合

　（E…aster　Seals　Oregon　Children’s　Guild）

　／ポーク郡

　所在地：290　Moyer　Lane　NW，　Saiem，　Oregon

　イースターシールズ・オレゴン州チども紐合は

　1982年に発足し．1996年には、オレゴン州の

　中で最初にヘルシースタートに取り組んだ団体

　である．「解決法を創造し、生活を変えていく」

　をスローガンとして以Fの分野で活動している、

．工’障がい児のリハビリテーション

　元来、イースターシールズとは、身体障がい

　児や情緒障がい児のリハビリテーション施設

　であり、全米に展開している機関である、理

　学療法七作業療法士、言語療法．ヒが配属

　され、学校と連携しながら6～ユ2歳のfども

　の放課後セラピーに対応．また、その親のた
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　めの教室や支援事業、また地域住民に対す

　る啓蒙活動も行っている。

2：．産後うつに対する支援

　へ1しシースタートの他、産後うつの予防にも

　取り組んでいる。施設内にある親子用のセ

　ラピールームを利用し、産i前産後（妊娠中一y

　2歳）期間のうつに苦しむ女性を無償で支援

　している。

（2）カトリックコミュニティーサービス

　（Catho｜ic　Community　Services）／マリオン郡

　所在地：3737　Portland　Road　NE，　Salem，　Oregon

　カトIJックコミュニティーサービスは、1938年の

　発足当初は深刻なうつ症状に苦しむ人や家族

　の支援をしていた。その後「すべての人にとっ

　て、永遠の心の我が家をつくる」という信念のも

　とに、様々な社会福祉サービスを展開してきた．

　・自分たちの子どもを育てられるように、行き

　　詰まった家族の力を強化する．

　・引き裂かれた家族の傷を癒して、きずなを

　　再生する。

　・家族から離されて行き場のない子ども達の

　　ために、適切な養育者が現れるまでの間、

　　安全な地域ホームで養育する等を1、脂して、

　　現在、16のサービスを提供し、年間3．300家

　　族がこの機関を利用している．

　　その他、州都であるセーレム市ならではの特

　徴をもった事業もある一

£里親養成・支援

　市内には、1，200人（州全体で5，000人）の里

　親がいる、里親養成、およびすでに里親に

　なっている人への教育・訓練（年間40時間）

　を行っている。

②薬物およびアルコール依存の家族支援

　親権停1ヒの判決を受けたが、再び家族で暮

　らしたいと願う薬物やアルコール依存に陥っ

　ている親のためのグループセラビーがあり、

　薬物やアルコール依存専門のカウンセラーが

　かかわっている．囚みにセーレム市では、メ

　ス（かぜ薬から作ることができるドラッグ）が

　広がっているうえ、州都であることから凶悪

　犯が市内に拘留され、そうしたハイリスクな

　家族が近くに引っ越してくることも重なって、

　このグループセラピーは需要が高い。

③精神・身体障がい者支援

　精神・身体障がいをもった人の職業訓練所

　や小規模グルーブホームがある。

（3）セーレム病院産婦人科（Salem　Hospital，

　Family　Birtb　Center）

　所在地：939　Oak　Street　SE，　Salem，　Oregon

　セーレム市で、産科の緊急対応ができる唯一の

　病院であるc

　工．出産直前直後の健康な妊婦

　　出産入院は、1カH約350床、通常は、開業

　　医のところで検診を受け、出産のときだけこ

　　こに来院する，出産後は、乳幼児に関する

　　本や資料を家族に贈呈する。

　②ハイリスクな妊婦（妊娠中毒症患者、若年お

　　よび高齢出産等）

　　ハイリスクな妊婦（妊娠中毒症i患者、若年お

　　よび高齢出産等）に対応する病院として、州

　　から指定を受けている。大きな心配が伴う妊
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　娠の場合には、検診時から出産に備えていく．

　分娩室のすぐ近くに手術室があり、緊急時に

　は即座に対処できる、子どもの出生時異常を

　専門とする小児科医がいて、集中ケアの病棟

　では25週（6カ月くらい）の未熟児から成長さ

　せることができるなど、設備が整っている、

③出産を控え子どもについて学びたいカップル

　病院独自の両親教室がある、出産を控える

　カップルのために、有償だが、お産の基本知

　識全般、リフレッシュ、帝王切開、兄弟姉妹、

　保健栄養、親業、赤ちゃんの意思表示、子育

　て環境づくり、お父さん訓練など内容は充実

　している。

④ヘルシースタートに関する院内活動

　多くの妊婦にとってヘルシースタートとの出

　会いは、ここから始まる。一日の出産の数は

　一定していないが、平日はポーク郡・マリオン

　郡、どちらかのワーカーが必ず訪れ、妊婦と

　の初めての面接をする。妊婦との面接は完

　全｛固室である病室で行われる。メモを取ら

　ないままに自然に収集した内容は、診察室

　近くに設けられた、目立たないスペースで記

　録することができるようになっている，

【コラム】

ヘルシースタートプログラムが展開される3つの関係機関を見て、そこで活躍するワーカーの姿が、

生々しく頭に浮かんできた。

マリオン郡のヘルシースタートの事務所は、資料と赤ちゃんグッズで散らかっていた。日々、産まれた

赤ちゃんに対応し、ハイリスク家庭に出かけ、ボランティアが寄贈品を集めてくるという生きた現場。

忙しさを物語っていた。たいした報酬をもらっていない、ほんの数人が出来る限りの、すべての危機を

救おうとしている。しかし、精一杯努力しても目標達成率は約半分である。それなのに、さらに事業を

盛んにしようとしている。そこに志のある人が集わなければ始まらない事業でもある。
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3．4ヘルシースタート支援の実際

　ヘルシースタートの中心は、赤ちゃんと赤ちゃ

　んのいる家族との面接である。

　面接の実際を見ることの意義は、ヘルシースタ

　ートの全容を捉えるとともに、会話をするとき

　の細かな配慮や、ワーカーと家族との人間関係、

　ケースバイケースの支援内容、数字には表しに

　くい効果や難点など、家族支援に関するより多

　くの具体的アイデアを得ることにある。

　今回、初期面接の実際については、家族支援

　ワーカーのキャシー＝ギブスさん（Kathy　Gibbs）

　とキャシー；テイラーさん（Cathy　Thayer）、テ

　ルマ＝ウtルドンさん（猟elma　Waidron）のロ

　ールプレイによって体感させていただいた。一

　方、継続的に訪問を受けている家族への面接

　については、わたしたちが実際の家庭訪問に

　立ち会うという貴重な機会をいただいた。

（1）「ようこそ赤ちゃん訪問」によるスクリーニング

　／ロールプレイ湊習

　出産入院の機会をとらえて、rようこそ赤ちゃん

　訪問Jと呼ばれる初産の母親に対する初回の

　面接を行う。そこで、関わりが必要な危険度の

　高い家族を抽出（ふるい分け）して、ヘルシース

　タートの家庭訪問サービスにつなげるのである。

　家族支援ワーカー（以下、ワーカー）は、習得し

　た面接技術と統一された家族の危険度を測る

　指標を用い、家族のふるい分けに必要な情報

　を得る。

　．①初産の母親についての情報を得る

　　セーレム市の場合セーレム病院が対象とな

　　る家族とヘルシースタートをつなぐ要素であ

　　り、ワーカーがかわるがわる毎日足を運ぶ。

　　病院との信頼関係を保つために、病院内で

　　は必ず病院の方針に従って活動している。

　　たとえば、ワーカーは、病院にいる専門家に
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ふさわしい身なりで面接に臨み、写真のつ

いた身分証明証（ID）を首から下げて部外者

ではないことを示すなど、配慮している。

・ 初回面接対象者の情報取得。

ワーカーはまずナースステーションでワーク

シートを受け取る。そのワークシートには、

前日に第一子（母親、または父親にとっての

初めての子ども）を出産した母親の名前・病

室が示されている。取得情報をもとに面接

予定を決める．

②ヘルシースタートへの導入と守秘義務に関する

　説明

　初回面接は、ワーカーが病室のドアをノック

　することから始まる。

　（以下、W＝ワーカー　J＝ジェイミー／母）

W：こんにちは。

J：こんにちは。

W：あなたのことを少し聞かせてくれますか？

　　そうすれば、子育てに役立つ情報を無料

　　でお教えすることができます。もちろん、

　　あなたの希望があれば。

初対面の人から、個人的なことをいろいろ聞

きたいといわれた母親としては、大きく抵抗

を覚えるに違いない。しかし、病院という信

頼性があり、セキュリティーが保たれた施設

内での、専門家らしい女性からのアプロー

チは、母親たちにとって安全であり安心して

応じることができるようである。そして、あく

までも本人の意志によってサービスが始ま

ることを伝えておく。

インタビューに応じることで母親自身に利点

があるということを示されると、おおむね協

力的な心情になるとのこと。



まず、個人情報に関する質問をおこなう前

に、守秘義務に関する法律上の規定と、そ

れに対するヘルシースタートの方針を説明す

る。口頭だけでなく、その内容を詳しく説明

した文書を母親に手渡し、後でも内容が確

認できるようにする。

W：あなたのことを聞くと言っても、連邦の

　　法律であなたの承諾なしには、個人情報

　　を他にもらすことは禁じられていますか

　　ら、わたしたちの団体でも決して他言は

　　しません。（「個人情報を守る誓約書」を

　　母に渡す）

さらに「説明を受け、内容を了解した」と示

す書類にサインをしてもらうなど、個人情報

について取り扱いを徹底する姿勢を示す。

このように、導入の時点から、「あなた自身

とあなたの意見を尊重する」こと、守秘義務

を守りながら行われるサービスであるという

ことを、丁寧に伝えていく。

W：「ヘルシースタートへ、ようこそ！j

　　「初めての赤ちゃんは、あなたの人生に大

　　きな変化をもたらします。そして、誰もが、赤

　　ちゃんについてわからないことだらけで、

　　特別な手助けが欲しいと思っています。

　　ヘルシースタートは、そのようなみなさん

　　のお役に立ちたいと活動をしています。

　　ちょうど初めての赤ちゃんを迎えたあな

たは、ヘルシースタートのサービスを受

ける資格があるのです！わたしたちのサ

ー ビスは有志から成り立っていて、無料

で受けられるものです。

ヘルシースタートは、承諾のサインと『新

生児アンケート」に答えることから始まり

ます。あなたが答えてくれた内容によっ

て、わたしたちが赤ちゃんとあなたに合

った支援を提供することができます。」

どう？ヘルシースタートを受け入れてもら

えたかしら。

③ヘルシースタートのサービス契約と基本的

　情報の収集

　つぎに、ワーカーは「ヘルシースタートへ、よ

　うこそ！」という資料を読み聞かせ、母親に

　ヘルシースタートのE的を紹介する。

この導入はたいへん前向きで、母親にとっ

てアンケートに対する警戒どころか、プレゼ

ントをもらえるような積極的気持ちを持たせ

やすい。実際、このアンケートを拒む母親は

少ないという。母親がヘルシースタートプロ

グラムを利用するかについて、意志を示す

チェックとサイン欄がある。

・ヘルシースタートを利用し、アンケートに

よる査定を受けます。

・ヘルシースタートを利用しますが、アンケ

ー トによる査定は受けません。

・ヘルシースタートに興味を持ちません。

理由
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こうして、サービスの提供は、本人との契約

によって始まる。

ヘルシースタートへの導入が終ったら、契約

した母親を対象に、資料の下部にある個人

情報欄を埋める作業をする。ワーカーが質

問を読み、母の答えを紙に記入する。

ここで、収集する情報は以下の項目である。

・母親の氏名／生年月日／住所／郵便番

号／電話番号

・ 父親の氏名

・ 出産予定日（妊婦の場合）

・ 赤ちゃんの氏名／生年月日／性別

このアンケートでは、姓から両親が婚姻関係

にあるかどうかが見えてくる。また、それが

ふるい分けの判断材料となるD

面接のポイントは、赤ちゃんの父親について

尋ねるときは、「あなたのパートナー」という

言葉にして表現することである。

W：これからのアンケートは、あなたへの支

　　援だけに利用されるものです。

　　お子さんのお名前は？

J：サムです。

W：パートナーの名前は？

それは、「夫」あるいは「父親」という表現であ

っても、未婚や性的虐待のような複雑なケー

スの場合は、母親を傷つける結果になるか

らである。

ここで聞き出す個人情報は、住所や電話番

号など家庭訪問をする場合に参照できる情

報が含まれているので、団体事務局に保管

する。

46

OREGON

④r新生児アンケート』／ふるい分けのための

　情報収集

　そして、いよいよふるい分けのための質問

　紙「新生児アンケート」を使って情報を収集

　する。これは、家庭訪問につなげたいリスク

　の高い家族を見出すとともに、r新生児アン

　ケート」の情報はすべてオレゴン州の研究所

　に送られて、児童福祉の実態を捉えるため

　に使われている。

　このアンケートは匿名であり、さらに、質問に

　答えることが社会貢献になるという説明をす

　ることによって、母親が安心しとても協力的

　な態度で応じる。

W：いまからお尋ねするアンケートは、名前

　　を一つも書きません。かわりにあなたの

　　認証番号（n）No．）が付きます。

　　それが、そのまま州に送られて今年何人

　　の女性が第一子を産んだのかについて

　　の統計が出ます。

　　私たちの活動は、今年州からの予算がカ

　　ットされてしまったけれど、来年もみん

　　なにサービスが回るように予算を確保し

　　たいから、あなたの情報提供はありがた

　　いのよ。いいかしら？

J：いいですよ。

　「新生児アンケートjの21にわたる質問の中

には、人種・学歴・経済的状況・婚姻関係・

うつ症状・ドラッグやアルコール依存などの

デリケートな話題が含まれている。そのため

に、r答えにくい質問には答えなくて良い」と

いう但し書きがある。



r新生児アンケート」の内容の例〔抜粋）

・子どもの人種（混血は複数回答）

・英語を話す家族はいるか。日常使う言語

・母や赤ちゃんの加入している保険

・ 既婚か未婚か

・ 妊娠検査だけでなく、妊婦の検診、治療を

　受けているか

・母および父の就業状態。経済的な問題が

　あるか

・ うつ症状の経験

・ お酒や麻薬の問題があるか

デリケートな質問をする際には、そこには特

別な感情を入れずに他の質問と同じように

淡々と進めてしまうのがコツである。そうする

ことにより母親を不快な感情をもたせることな

く、スムーズに必要な情報を得ることができる。

そして、ある質問について言いたがらないと

きは、無理強いはしない。一方で、その内容

に関する高いリスクがあることが示唆された

として、ひとつの情報として捉える。
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W：去年から今まで、2週間以上寂しくて、希

　　望を見いだせなかったという時期はあっ

　　たかしら？

J　ええ。今も落ち込んでいます。

W　産後うつといって、出産後に沈んだ気持

　　ちになって苦しいのはよくあることです

　　よ。そんなとき、お医者さんに診てもらう

　　のは大切です。たくさんのお母さんが通

　　院していますよ。

アンケート内容の中でも、産後うつとお酒・

麻薬に関しては重要な危険要素で、問題あ

りとしてどちらがチェックされても、家庭訪問

が必須となる。

しかし母親との初回面接では、産後うつを

異常な状態として伝えるのではなく、「普通

のことである」と一般化して伝え、不安を喚

起させないようにする。そうすることにより、

母親は通院するなどして、問題に前向きに対

処できるようになる。そして、アルコールや麻

薬の問題についても、解決方法の提案に耳

を傾けられる姿勢になる。

⑤次回の家庭訪問につなぐ

　最後は自由な意見聴取である。特に、ハイ

　リスクと判断したら家庭訪問へとつなぐた

　め、母親の具体的なニーズを知ることでこれ

　からの家庭訪問を期待できるものに変えて

　いくことができる。



W：ほかに何かあるかしら？

J：友人が持っているフードスタンプ（経済的

　　困窮者に対する食糧引換券）について知

　　りたいです。

W：あなたは、ヘルシースタートのサービスを受

　　ける資格があるから、今度スタッフが訪問

　　するときに、必要書類を持っていきますよ。

J：夜間高校の情報も知りたいのですが。

W：あなたの自宅近くにあります。きっとあ

　　なたの勉強を応援してくれますよ。

面接の中で、子どもの抱き方など母親の良い

ところが見いだせたら、それは強調して褒め、

いい関係を築いて支援を進めていく。母親に

とってワーカーの訪問前より、面接終了時のほ

うがよい気持ちになっているようにするのが大

切。悪いところ、改善箇所を指摘して指導するこ

れまでの一般的な支援法とはやり方が異なる。

家庭訪問予定者には、今後電話連絡があるこ

とを告げ、対象外なら、新生児に関する資料を

渡し、ふるい分け面接を終了する。

（2）アセスメント（事前評価）の方法／ロールプレイ

　ふるい分けが終わり、ハイリスクと判定された

　家庭を対象に家庭訪問が始まる。

　初回の訪問は、2時間。家族ストレスチェックリ

　ストを用いて、アセスメントをすることが中心で

　ある。そのアセスメントで得た情報を参考に、

　訪問対象の家族について理解を深め、今後の

　支援目標を立てる。

①様子の把握

　導入として、前回の面接以降の赤ちゃんの様

　子や、生活の上で気がかりなことについて話

　を聞く。
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W：赤ちゃんはどんな感じかしら？

J：泣く時間がいろいろで…、

W：新生児はそうなのよ。

初めての赤ちゃんについて、母親はなにご

とにも戸惑いを覚える。まわりからみればさ

さいなことや当たり前のことでも、自信を喪

失してしまったり、赤ちゃんに対する不安や

怒りに変わってしまったりする。

そこで、上記のように新生児の生活につい

て、一般的な情報を与えるだけでも、ずいぶ

ん救われることがある。

n一ルプレイに登場するこの母親ジェイミーは、

子どもを身ごもることによってパートナーか

らの拒絶にあっていた。さらに、産後うつの中

で、ひとり初めての子育てに直面していた。

W：妊娠は計画的だった？赤ちゃんのお父さ

　　んはいっしょに住んでいるの？

J：ううん。赤ちゃんができたら失踪したわ。

　　ショックなの。

　　それから、わたしはうつになって…あれから

　　2カ月通院してなかったけど、最近また診て

　　もらったわe抗うつ剤を処方してもらった。

W：今も、抗うつ剤を続けているの？

J：母乳で育てているので、止めているわ。

W：これから6カ月間は、週一回家庭訪問に

　　来るから、子育てに関することや、社会

　　的な支援を受けることについて、いっし

　　ょに決めていこうね。

ワーカーは、週一回の家庭訪問を提案し、方

向性を決めた。それは、リスクのある家族の

中でも、レベル1とランクされる一番条件の



悪い家族に対する訪問の頻度である。

②赤ちゃんの発達チェックと関わり方の実習

　導入からここまでの流れは、初回に限らず、

　毎回の訪問で行われることである。

　子どもの月齢別の解説書に従って、子どもの

　発達の様子をチェックし、発達にあった親子

　の関わり方を提案するe親子の関わり方に

　ついては、まずワーカーがお手本を見せ、そ

　れから母親に実践してもらう。

　ロールプレイでは、ワー

カーが黒と白の対照

的な模様を提供し、乳

児の成長を促進するあ

そびを、母親に学ばせ

た。そこでは、母親との

アイコンタクトは乳児に

とって一番のご褒美だ

から、一生懸命見つめ

返そうとすることを説明

する。

W：このころ（1～2カ月）の赤ちゃんには、黒

　　と白のコントラストが見やすいの。黒と白

　　のいろいろな図を壁に張っておくと、赤

　　ちゃんの目の訓練になるわ。

　　それから、お母さんが赤ちゃんに母乳を

　　あげるときの距離、8－10インチ（30セン
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　　チくらい）は完壁に見えるから、そのくら

　　いに図を置くやり方もある。

　　ちょっとやってみましょう。

　　（母が子どもを抱いてやってみる。）

W　そう！とってもよい距離よ。

このように、母親や子どもを褒めることを心

がける。たとえば、母乳育児をしていることを

取り上げて、「よいことね1」と言葉で伝える。

次に、寄贈されたブランケットを使い、赤ち

ゃんを床の上で遊ばせる。

意識的にうつ伏せにして、一日5回、3～5分

ずつ、胸筋を鍛えることを指導する。普段、

乳児の窒息による突然死を予防するために、

うつ伏せに寝かせることはしない。そのため、

あえて赤ちゃんの起きている時間に、母親

の見守る前でおこなう。

それから、黒と自の図が見えることが目標

（ごほうび）になるよう、赤ちゃんの首をあげ

た先に図をおいてしばらく実践する。

最初はおぼつかないが、この訓練によって、

だんだん自分で首を上げるようになる。そし

て、ハイハイが始まり、その手足交互の運動

によって、右脳と左脳をつなぐ脳梁が発達

する。だから、脳を発達させるのにもとても

いい訓練である。これを、母親に説明すると、

発達段階への自然な理解が深まる。

③ストレスチェックリストをつかったアセスメント

　面接の後半、ワーカーはケンプの家族ストレ

　スチェックリストを用いて、アセスメントの資

　料を得る。しかしそれは、ごく自然の会話の

　中で、チェック項目に対する解答を確認する

　ので、ワーカーはリストもメモも使わない。

　ケンプの家族ストレスチェックリストは、以下

　10項目。
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　幼児期に虐待および放置を経験したこと

　がある

2薬物乱用、精神疾患、犯罪活動の経歴が

　ある

3児童福祉局の関与歴がある

4自尊心が低い、孤立、気分が落ち込んで

　いる、生きるすべがない感じ

5失業など高レベルのストレス状態にある

6怒りを激しく表出する

7子どもへの過剰な、または非現実的な期

　待を持っている

8子どもに過酷なしつけをしている

9子どもに対する否定的な見方を持っている

10出産を望んでいなかった、あるいは親子

　の絆に乏しい。

得た情報は後に点数化されて、今後の支援

に生かされる。（⑤スコアリング）

これらの内容は、非常に個人的である。だ

れにでも話したくない秘密というものはある

ものなので、家族にはあらかじめ「答えたく

ない質問には、答えなくてもいい」と伝える。

W：今日は2時間お話しすると言ったわね。

　　それは、もっとあなたのことを知るため

　　に、お話を聞こうと思ったのよ。

　　わたしがする質問の中で、答えたくない

　　ものがあったら、それは無理しなくても

　　いいし、わからなかったら「わからない」

　　でいいからね。

　　はいc

Wこれから質問することについては、医療

　　の個人情報と同じ、秘密を守らなくては

　　ならないから、安心してね。

しかし実際は、みな驚くほどよく話してくれると

いう。それは、はじめに守秘義務を守ることを

はっきりと伝え、信頼でき安全であることを感じ

られるからなのであろう。また、普段は秘密にし

ていることを人に話すことは、自らが癒され、お

互いに親密さがわくなど効果的な働きをする。

アセスメントのチェック項目は10個。2時間で

聞き切れなければ、残りはつぎの家庭訪問

に延期してもよい。しかし、調査はその2回

で終了するようにする。

・一 つひとつの項目についての情報は、以下

のような会話のなかで得られる。

W：あなたも彼も妊娠には驚いたでしょ。産

　　む以外は考えなかったの？

　　最初は堕胎しようとした。でもだんだん

　　お腹のなかで、赤ちゃんが動き出したの

　　で、かわいいって思うようになったの。

　　【望まれない子どもか】

W：想像して答えてみてね。サムは何歳にな

　　ったら歩き出すかしら？

　　9カ月かな。

W：もし、9カ月たって歩き出さなかったら、

　　いつ医者に相談する？

　　わからないわ。

W：じゃ、自分でトイレに行けるようになるのは？

　　友達の子はまだオムツをしているから…4

　　歳かな。

Wそう。4歳になってトイレに行けなかった

　　ら、いつ医者に相談する？

　　小学校に行ってきっと困るから、そのこ

　　ろかしら。

　　【子どもへの過剰あるいは非現実的な期

　　待について】
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W：あなたはだれに育てられたのかしら？

　　実母？両親？それとも里親？

J：母がひとりで。

W：お母さんが育ててくれたのねc

　　お母さんから叱られるときは、言葉で言

　　われたりとか、叩かれたりとか？

J：6回以上ぶたれた。何回かは外へ出され

　　て、母は棒状の道具をもってきて、わた

　　しをぶったわ。おしりにあざができた…

　　座れないほどの。

　　【被虐待経験について】

W：もし、あなた自身がサムに怒りを感じた

　　ら…？

J：ぶってしまいそう。いやだわ。

W：わたしが訪問に来ている間は、助けてあ

　　げるわ。

　　でも、3～4才になってから言うことをき

　　かなかったらどうする？

J：ほかの部屋に入れてしまうかな。

W：それなら、どんな状況のときだったら、

　　子どもをぶっていいと思う？

J：わたし自身がいやな思いをしたから、わ

　　たしは絶対ぶちません。

　　【幼児への過酷なしつけをしている】

アセスメントのための会話ではあるが、母親

に支持的な言葉掛けや、ニーズに応じた情

報提供も含んでいく。たとえば、産後うつの

母親ジェイミーに対して、よいタイミングで自

助グループの紹介もできる。

中には、赤ちゃんに直接関係のない、家族

や夫婦の問題をチェックする項目もある。赤

ちゃんが母親とのしっかりした絆の中で育っ

ていくには、家計や家族の精神状態など生
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活環境全般を安定させることが大切なので

ある。

W今あなたにストレスを感じさせるのはど

　　んなこと？

J　一つはお金がないこと。

Wあなたにとって、10を満点としてストレス

　　の度合いはどのくらい？

J　とっても高いe8～9。

　　【高レベルのストレス状態にあるか】

　　それに、住む場所も気がかり。公共ア

　　パートの順番待ちをしているのよ。

W申し込みの手続きをしたのは、賢いわね。

ストレスを自覚するために、主観的な数値を

用いる（スケーリング）とわかりやすい。現在

のストレス度を把握するだけでなく、他の問

題と比較したり、後に自分の状態を振り返

ったりするのに、とても便利な技術である。

母親にも、目標を持たせやすい。

W彼といるとき、暴力（DV）はあった？

J　妊娠したのを知ったとき、とても怒った

　　わ。恐かった。

W　母親の恐怖はお腹のなかにいる赤ちゃ

　　んに影響するのよ。

　　彼がカッとしたとき、あなたはどんなふう

　　に振る舞ったの？

J　わたしは黙って部屋に閉じこもってしま

　　ったわ。

Wじゃ冷静になったときには話し合えたの？

J　ううん。話し合ってない。

　　【怒りの表現方法】

家庭内暴力は、子どもが出生してから目の当

たりにする事態と同様に、胎内にいるときか
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ら脳の発達に重要な影響をおよぼす。またi

このケースでは怒りの噴出だけではなく、ス

トレス状態に置かれたときに母親がどのよう

に振る舞うかという、問題解決のパターンを

知ることができる。

このように、自然な流れの中に10項目を含む

ために、順番には関係なく話が進められる。

そしてワーカーは、全部記憶に収めている。

④次の面接につなぐ

　初回と同様、母親が次回のワーカーとの面

　接を楽しみにするために、質問・要望を聞

　いておく。ワーカーは次回までに、そのニー

　ズへの答えを準備できる。

Wこれで今日は終わり。長い間静かにして

　　いて、すばらしい子ね1

　ほかになにか質問ある？

J　子どもとの遊び方を知りたいわ。

Wいいわ。毎週発達にあった遊びを教え

　　てあげるわ。

2時間という長い面接だが、母親に大きな心

理的負担を与えず、心地よいまま面接が終

わる。面接中を通して、ワーカーが親モデル

となり、赤ちゃんとのふれあい方や人間関係

の持ち方の見本となる。

⑤スコアリング

　面接後、事務局に戻ってからスコアリングす

　る。

　ひとつの項目につき、普通＝O、軽度＝5、重

　度＝10点。10項目あるので、100点が満点

　（リスクが最高）である。スコアの平均は、25

　～40点、60点以上はハイリスクと判断される。

　過去には100点近い人もいたという。

（例）項目1／虐待を受けたり、放置されたりした経験

　　　　　について

　　0点一・皆無か、叩かれたのは6回以下。安

　　　　　　定した養育を受けていた。

　　5点一・けがはなかったが、6回以上叩かれた。

　　　　　・ときどき放っておかれた。

　　　　　・きょうだいや夫婦間の虐待を目撃し

　　　　　　た。

　　10点一・けがをともなう暴力を受けた。

　　　　　・複数の家庭に移って、育った。

　　　　　・身近によい手本となるような大人

　　　　　　がいなかった。

　　　　　・異様な心理的虐待を受けた。

　　　　　・家出したことがある。

　　　　　・いつも家族のなかで一人だけひど

　　　　　　い目に合わされていた。

　　　　　・性的虐待を受けた。

　　　　　・もらい子か捨て子だった。

　　　　　　・アルコールか麻薬の問題を抱えて

　　　　　　いる親のもとで育った。

　　　　　　・子ども時代のことをまったく覚え

　　　　　　ていなL㌔

母親の話した内容をこの基準に照らし合わ

せて、一つでもあてはまるものがあれば、そ

のスコアになる。複数にまたがるときには、

もちろん大きい方の点数に決まる。たとえば、

親から6回以上棒で叩かれ、おしりにあざが

できるほどだったという証言は、この項目で

10点をつけられる。

面接で得た情報は、基本的にワーカー個人

が次回からの援助に活用するデータである。

これで、対象者を理解したり、一人ひとりの

目標を立てたりする。また、援助者が代わる

場合にも、同じ内容の質問を2度しなくても

すむように、参照できるようにしておく。その
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アセスメント技術を習得するのには、1週間

の集中的なトレーニングを要するのである。

その後訪問を続けるかどうかは、いつも家族

の要望を聞くようにしている。しかし要望が

あっても、母が話をしないときや、家族以外

の者がいて準備していないときもある。どん

な状況でもできるだけ柔軟な対応をするの

は、いつも家族が主体だからである。

（3）定期的で継続的な家庭訪問による支援

　／家庭訪問への同行

　事前評価が完了すると、次の面接では家族自

　身がこれから目指す3つの圏標を立てる。それ

　は、6ヵ月の間に達成できることがらに設定するe

　目標を一つひとつ達成することにより、家族が

　自信を持てるようになる。目標に取り組む家族

　に対し、ワーカーは心の支えになり必要な情報

　を与える。しかし、家族の主体性を見守るよう

　にして、必要以上に手出しはしない。6カ月経

　ったときに、達成できたかをチェックする。そ

　の間に大きな問題があれば、目標は変えられ

　る場合もある。

　また、ワーカー自身もその家族に対する支援目

　標を立てる。それぞれの目標があって、継続的

　で定期的な家庭訪問が始まる。

　家庭訪問の時間は、おおむね1時間。訪問では、

　準備した資料（プリント、DVDなど）を使い、赤

　ちゃんの発達や生活を理解させ、発達チェック

　を行う。そして、遊び方・しつけ方を提案し、

　実際にお手本を見せ、母が実践する。赤ちゃ

　んについての悩み相談や質問を受け、さらに、

　家族の最近の様子やニーズについて話し合う。

　上記の内容を、面接の自然な流れのなかで順

　不同に行っている。
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①家庭訪問の実際の様子

　【ケースA】妊娠に気づかなかったシンディ

　ファミリーサポートワーカー・ペギーが毎週訪

　問するのは、若い母シンディと10カ月の赤ち

　ゃんハンターの家庭である。

　シンディは、暴力と性的虐待を受けて育った

　上、中学も中途の教育しか受けていない。

　妊娠に気づかぬまま産気づき、病院で出産

　して、ヘルシースタートに出会った。この家

　族が今悩んでいるのは、お金のことである。

　両親共働きだが、ぎりぎり公的扶助にあては

　まらない低給料。そのため、3つの目標は、

　家族旅行に行くことと、新しい仕事に就くこ

　と、そして高校卒業の資格（GED）の取得だ

　という。

　ペギーとしても、シンディが高校卒業の資格

　を取り、よりよい収入を得られるようになる

　ことを目標においているe応援のために夜

間高校を紹介し、勉強を励ましてきた。

　シンディは、ペギーと向かい合って床に座る

　と、ハンターが10歩ほど歩きだしたと報告し

　た。ペギーは、それをたいへん喜んでから、

引き出しを開ける、洗剤をとって飲むなど始

　歩にともなう事故を防止することについて丁

寧に説明した。

つぎに、月齢別の発達チェック票を見ながら、

　ハンターの様子を母に質問し、おもちゃをつ

かった遊びを通して、脳の発達課程につい

て説明した。また、ペギーはハンターを膝の

　上に座らせてはねさせるふれあい遊びをし

て見せた。

　ワーカーであるペギーはとてもおおらかで明

るく、シンディはその暖かさに包まれていた，

ペギーの目をみて話を聞き、その場での思

いつきや質問も自由にできる様子だった。

とりまく状況が過酷なわりに、シンディは落ち
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着き、ハンターの発達が順調であるため、ヘ

ギーは、毎週から隔週の訪問に切り替えよ

うと提案した、

【ケースB】異文化のなかで子育てをする

　　　　ルビー

ファミリーサポートワーカー・ニーナが毎週訪問

するのは、19歳のお母さんルビーと1歳半の

赤ちゃんオクテピオ（男の子｝の家庭である．

スペイン系の両親に虐待を受け育ったルピ

ー は、他の家庭での育て方を知ること、また

アメリカでの生活の違いや教育の違いを知る

こと、そして自分が子どもに必要なものを与

えられるようないいお母さんになることを目

標にして、ヘルシースタートをうけている。現

在1歳半になるオクテビオは色々と自分でや

りたがるが、ルビーはつい取り上げてしまう

と、報告があった，

それを聞いたニーナはオクテビオと同じ年

代の成長過程のDVDを見せながら、時間が

かかってもやらせてあげることが、成長の手

助けになることを説明した、

次にいくつかの具体的行動パターンでの説

明、ポールをもって落とす行動の時はお母さ

んが怒ることを、またコッフ「の中に1つぬいぐ

るみを入れて探させるゲームがある等、自

分の経験も踏まえながら、細かい助言を与

えていた，

シングルマザーのルビーをとりまく環境ではオ

クテビ才の相子をルビーの弟3人が英語で歌

ったり、父親は〔に1回たずねて来てくれたり

する環境があるため、徐々にお母さんとして、

することを絞って教えていくことにした、

訪問する家庭の．fどもの月齢や発達にあわ

せて、発達のチェックシートとそのころの発

達やr一どもの生活に関する知識を盛り込ん

だ資料（プリントやDVD）を持参する，

21ヘルシースタートの家庭訪問の特徴

　月齢別のチェックシートについて

　ワーカーは支援目標を胸に、n齢別のチェッ

　クシートをもって家庭を訪れる、チェックシ

　ートは、2～3ヵ月から、5歳までのものがある，

　たとえば、2～3カ月では、以下のようなもの

　が記載されている，

・ 子どもは一人ひとりとても違っているもの

だから、心配しないで。

・ 赤ちゃんがママに知っていて欲しいこと

／五感の発達と発達の促し方。

・ こんなときは医者を呼ぼう。

・ 夜通し眠ることについて。

・ 予防接種について。

・ まだ、固形物は食べられないよ。

・泣いている赤ちゃんのあやし方。

・視覚の発達のために赤ちゃんに話しかけ

　よう。

　　　　　　　　　　　　　　　（抜粋）

オレゴン州ヘルシースタートは2歳までが守

備範囲だが、母親が必要なときに適切なも

のを提供できるよい資料である，子どもの
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様子の変化を発達の面からわかりやすく説

明したり、そのときどきにお母さんが悩みそ

うなテーマについてアドバイスしたり、遊び

方を提案したりして、実用的である＝

家庭の多様なバックグラウンドと

柔軟性ある対応

「○月×日△時に訪問rt定」と約束したら、

必ずそのときに訪問をするという律儀さを遵

守している，それによって、信頼関係を築き、

さらには秩序のない家族へのモデルを見せ

るためである，

しかし、対象家庭は、言葉の通じない移民

であったり、障がいを持っていたり、貧困だ

ったり、アルコール中毒だったり、家族同1・：

が仲悪かったりと条件が多様である．新生

児アンケートや事前評価〔アセスメント）で得

た情報から、家庭のバックグラウンドに対す

る理解をして、コミュニケーションや個別ニ

ー ズを支援するやり方については、柔軟性

を必要とする．

ワーカーは、スヘイン語を習ったり、手話を

覚えたり、個人的に努力をしている、実際、

家庭訪問で居留守を使われたり、逆に家族

全員、客人も混ぜてたくさんの人が家にいた

り、中には家族のいさかいから流れ弾を受

けそうになったワーカーもいて、その場その

場さえもうまく切り抜けていかなければなら

ないことがあったという．

家族が感じる利点

家族、主に母親は　一様に、r一どもの発達過

程がわかってよかったと感想を述べる．脳

の発達についてはむずかしく聞こえるが、赤

ちゃんの遊びを見ながら優しく伝えるので、

「脳のことを教えてもらって、十どものことが

理解できるようになった」という母親もいる．

また、先に述べたように、家族にあわせて柔

軟に対応してもらえるので、地域でのtll活丁・

段としての英語や両親が教えなかったことを

教えてくれる場合もある

家庭訪問は、経済的理由で車をもてない家

族にも、支援を受ける機会を与えてくれる．

お母さんの母のような存在で、話し相手にな

ってくれるワーカーに感謝する声が、たくさ

ん聞かれた，

丁寧な支援を受けることが、「情けない母」と

いうスティグマに感じられない．：ヘルシース

タートで見た面接が明るく、話をすればする

ほど支援に期待を持つようになるような、本

当に救われてこなかった人たちに未来を与一

えるものであった．

今回のように、具体的にワーカーの役割モデ

ルや家族とのやりとりを目の当たりにさせる

ことは、家族支援ワーカー育成にかなり効果

灼だろう，雰囲気、会話の流れ、キメゼリフ

の効果などは重要で説明だけでは理解でき

ないからである＝
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4．1『親業を楽しむ』（Make　Parenting

　　APIeasure　Curriculum）

　NPO法人である「統一した方法を目指す組織」

　（AUnited　Way　Agency）は、家族の絆を強め

　ることを使命として、1978年、『今こそ親業を！」

　（Parenting　Now　！）という取り組みを始めた。

　そのなかで「親業を楽しむ」カリキュラムにつ

　いての開発、講習、教材の提供をしている。

　このr親業を楽しむ」カリキュラムは、オレゴン

　州ユージーン市（Eugene）でのヘルシースター

　　トのプログラムとして利用されている。ヘルシ

　ースタートのスタッフは、このカリキュラムに沿

　った研修を経て、各家庭の両親との関わりを

　行っている。また、その他いろいろな状況下で

　親業を受ける親に対しても、このカリキュラム

　は重宝されている。

に丁寧に研究され効果を実証している。特別

アメリカ仕様ではなく、全人類に通用する親業

の教育内容であるという。

このカリキュラムの目的は、家族関係を強化し、

家庭環境を安定させることで、子どもの虐待を

なくし、子どもの健やかな育成を促進すること

である。

このカリキュラムを積極的に利用すると、

　・ワークのなかで産まれた親たちの

　　「グループの力」が活用できる

　・地域に関係が築ける

　・いろいろな悩みが共有できる

　・アイデア・見通しが共有できる

　・親自身の自尊心が育つ

などの効果がある。

（2）r親業を楽しむ1カリキュラムの内容

（1）プログラムの目指すところ

　①対象

　　・0～8歳の子どもを持ちストレスレベルの

　　　高い親

　　・貧困家庭の親

　　・虐待を受けていた親（DV・児童虐待〉

　　・10代の両親

　　・法的命令を受けた両親

　　・片親

　　・立ち直りかけている家族

　　　・義理の関係にある家族

　　　・ホームレス（居住地のない家族｝

　　　そして、家庭訪問プログラムに関わる専門家

ヘルシースタートを受けるべきあらゆる親に対

応するように作成されている。移民、異文化の

多い国アメリカで、だれにでも対応できるよう

13の項目から構成されており、1週間に1項目ず

つ13週間分にわたるカリキュラムから構成され

ている。

項目ごとにテーマと目標がある。教材は各項目

1冊ずつの冊子になっているため、ひとつの支

援団体が1セット所有するだけで、進度の違う

複数の母親グループに対して同時に使用する

ことができる。また、ニーズに合わせた項目を

ひとつだけ選んで使用することもできる、

教材はグループワークの仕方や、さまざまな状

況に合わせたロールプレイ、親達とできるアク

ティビティのDVDもセットになっており、指導者

が研究するための資料が豊富である、

13の項目は、次のように構成されている。
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　①はじめに

　　・親業はもっとも努力が必要であり、もっと

　　も大切な仕事である。

　　・両親は家族の土台である。

　　・よい親業の方法は自然に備わるものでは

　　ない。学んでいくものである。

②自分自身を癒す

　　・両親が毎日の生活で、自分自身を癒す方法

　　を見つけることが家族全体の利益に繋がる。

③ストレスを理解する

　・ストレスがあることは普通のことである。

　・ストレスを減少させると、より自己統制を

　　しやすくなる。

④ストレスと怒りを感じた時の過ごし方

　・親業においても、ストレスがあるのは普通

　　のことであるD

　・うまくストレスを管理すると、よい親業につ

　　ながる。

　・私達は、親として、ストレスとどう付き合う

　　かの手本である。

⑤怒りの制御をし、工夫して過ごす

　・怒りは正常な感情である。

　・怒りという感情はあってもよいeしかし、

　　怒りを感じた時の行動によって子ども達

　　や自分自身を助けるものになるか傷つけ

　　るかが変わってくる。

⑥「意思伝達のダンス」…非言語的コミュニケ

　ーションの方法を学ぷ

　・特に乳児や幼児にとっては、言葉よりふ

　　るまいがものを言う。

　・コミュニケーションの効果は、まず親の動

　　作のあり方で決まる。

⑦傾聴の技術

　・聴くことは、話すことと同様に重要である

　　が、より難しいことである。

⑧言語でのコミュニケーション

　・言葉の力は強力であるので、よく考えて使

　　うことが重要である。

　・よいコミュニケーションを身に付けるに

　　は、何度も練習しなければならない。

⑨子どもの発達の基礎知識

　・全ての子どもはそれぞれ自分のペースで

　　発達する。

　・子どもの発達を理解することは．自分の子

　　どもを大事に感じたり、現実的な適度の

　　期待を持つことができるようになる。

⑩子どものしつけの基礎

　・子どもがよい行動をしている時に注目して

　　いれば、子どもはわざわざ問題行動をして

　　まで親の注目を集めようとしない。

⑪しつけの道具箱

　・しつけとして、子どもに何かを言い渡さな

　　ければならない時のために、効果的な解

　　決法をいくつも用意しておく。

⑫問題行動に対するしつけ

　・防止は一番の薬であるが、親は子どもの

　　問題行動に備えて戦略を用意しておかな

　　ければいけない。

　　目標：かむ、たたく、かんしゃくを起こす

　　など小さな子どもによくある問題行動に対

　　してもきちんとした対処法を身に付ける。

⑬さよならの日

　・よい親業の技術は、いつまでも進行中で

　　あるe

　・子どもが成長し、変化していることをきち

　　んと認識することは、前向きな変化につな

　　ぐことができる。

（当カリキュラムは資生堂社会福祉事業財団が保有）

（3）親業教育の実際

　研修では、私たち研修生15名がプログラムを

　受ける親になりきって、演習に臨んだ。プログ
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ラムに実際に活用されている、いくつかの技術

を見せてもらった。

①ミステリーファクト

　特別に話したことはないが自分の持ってい

　る事実を打ち明ける。参加者同士の交流を

　図る、ウォームアップのひとつ。

　この利点は、

　・お互いを知ることができ、楽しくうち解け

　　られるe

　・共通点を見つけることができる。

　・控えめでいることなく、楽しく話し合いに

　　参加できる。

　実践して私たちはお互いに、実は双子の妹

　がいる、実は子どもの頃テレビに出たことが

　ある、などの「実は…」を話し、1週間を経て

　まだ足りなかった親近感をお互いに覚えた。

②幸福の水（項圏④）

　自分の心をコップに見立てる。ストレスが溜

　まるとコップの水（余裕）が減り、幸福を感じ

　ると水は増える。コップに水（余裕）がない

　時は、子どもにも何も与えられず、いい親に

　なれない。そんなときの、ストレスを管理す

　る方法を考える。

　まず、どういうストレスで資源がなくなるのか、

　と質問される。そして受講者は、

　・夜中に5回も子どもが夜泣きをして起こさ

　　れたとき

　・子どもが自分の思うようにならないとき

　・周りのひとが手助けしてくれないとき

　などと答えた。

　次に、どうしたら水である余裕が増えるかと

　質問すると、

　・ゆっくりお風呂に入る

　・友達に電話して話を聞いてもらう

　など、具体的で現実的なストレス解消法をか
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　んたんに思いつくことができる。

　このワークは、具体的でわかりやすく、お亙

　いの意見を聞きアイデアを増やすことができ

　るという利点がある。

③アングリーガイ（項目⑤）

　怒りを感じた時、自分にどのような現象が起

　こるかを知るためのワークである。

　まず、インストラクターは、紙に大きく人のか

　たちを描き、「あなたが怒った時、自分の身

　体にどんな変化を感じますか。」と質問する。

　すると、声が大きくなる・呼吸が荒くなる・手

　に力が入り、げんこつになる・目がつり上が

　る・足が震える・肩が持ち上がり緊張する、

　など、意見が後を絶たない。

　この症状の一つでも何かが表れたら、自分

　は怒っているのだと自覚し注意を払うことが

　出来る。

　そして、その後どうしたらいいかの戦略を分

　かち合う。

④確言カード

　1週毎カリキュラムに沿ったカードが渡される。

　トランプのようなセット。カードは4分類あり、

　それぞれの意味を持つ。

　・前向きのしつけ

　・自分のストレスを管理して自分を癒す

　・子どもの発達、言語とコミュニケーション



’愛と恩恵と精神

カードの表には概念、裏には2つの確言（か

くげん）が記載されている。

表

裏

（4）効果

　このカリキュラムの効果は、親が子どもの発達

　について理解していること、ストレスがより少

　ないこと、社会的サポートを得ていること、に

　よって図られる。

　そして、親を集めてカリキュラムをするメリット

　は、一度にたくさんの人に伝えることができ、

　共感し合える、すなわち、「自分一人ではない。

　みんなも同じ不安を感じている」と思えること

　で考えが普遍化し、お互いを助け合うことがで

　きることという。

　総合的には、このカリキュラムを受けた親たち

　のストレス度が低くなり虐待する可能性が低く

　なっていること、親のしつけの能力が高まり親

　業をすることに自信を持ったり、悪いしつけか

　ら良いしつけのやり方に変えたりすることな

　ど、本来の目的に即した高い効果が出ている。

〔前向きなしつけの例〕

　概念　「両親は子どもにとって一番大切な指導

　　　　者であり教師である」

　確言　「私は自分の価値観念を子どもとわかち

　　　　あう」

　　　　「私は子どものためにここに存在します」

〔愛と恩恵と精神の例〕

　概念「親業は最も挑戦を必要とする仕事である」

　確言　「私は今それに立ち向かっているところ

　　　　である」

　　　　「私はそれができます」

　そのカードの格言によって、親は勇気付けられ、

　自信を持てる。とくに、口に出し共有すること

　で、それを強く信じることができるという。
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4．2『つみき保育園』

　　（Family　Building　Blocks）

（1）概要

　「つみき保育園」はオレゴン州にある9カ所の緊

　急保育所（The　Crisis　Relief　Nursery｝の1つで、

　州都セーレム市にある．緊急保育所は、1976年

　に虐待や放置の危険にさらされている低所得

　者のニーズに対応するためユージーン市で開始

　　された．その後オレゴン州には9カ所の緊急保

　育所が設置され、2002年から2003年には1．742

　人の子どもと家族にサービスが提供された．児

　童虐待と放置のサイクルを1ヒめるために広い

　範囲の支援サービスを提供しており、そのサー

　　ビスは子どもをよりよい環境にし、子どもとの

　愛着関係についての親の力を高める介人を行

　　っている。対象はオレゴン州に住む虐待や放

　置の危険にさらされている乳児から6歳までの

　子どもと家族で、子どもは発達に応じた環境で

　過ごし、家族はスタッフによる家庭訪問を受け

　ている．親や家族に介入することは、子どもが

　　よりよい状況を得ることに有効的で親は親業

　技術の発達についてのサボートを受け、ストレ

　　スに陥る状況になったときにどのように対処す

　ればよいかを学ぶことが出来る。また、ヘルシ

　　ースタートや特別支援が必要な子どもの早期介

人、ヘッドスタートのようなプログラムと関連し、

健康的な発達や学校に行く準備をするための

サービスを受けられるようになっている。

「つみき保育園」は、マリオン郡とボーク郡の

ニース’に対応するため、1998年に開設された．

「賢い投資」という視点から早期の介入を行い、

児童虐待の世代間連鎖を食い止め、生活の救

済を図ると共に、将来予期される問題や対処

費用を削減するとしている，様々な視点から問

題解決を希望する親子に介人し、「虐待・放置」

された子どもと問題を抱える親を同時に支援

することで、子どもと親が分離することなく家

族として安全な環境で生活することを可能とし

ている＝

「つみき保育園」外観

目　　的
1，子どもを安全に守り、親と統合すること。

2，児童虐待や放置から起こる多くの世代間連鎖を防ぐこと。

職員構成 教師14名　ソーシャルワーカー6名　ボランティア］00名

定　　員 75名

対　　象 ポーク郡マリオン郡に住む生後6週から5歳の子どもを持つハイリスク家族

利用経緯 近隣・コミュニティーサービス・医師からの紹介

1利鯛間 1年未満1696／1年～2年未満40％／2年以上19．4％
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（2）プログラム

1；セラピューティック・ 午前・週2日 「要注意児童」〔刻）が親元から通所し、発

クラス （月火／水木のいずれか） 達段階に沿ったプログラムを受ける。

2：スーパーバイズされた 午後・週1時間 「家庭外措置」徳2）の子どもが里親宅から

面会 通所し、スタッフの監督の下親と面会す

る。

3：レスバイトケア 金曜日・要予約 緊急的な負担軽減が必要な家族の子ども

が通所し、家族の危機状態を回避する。

4；衣類等の貸与・支給
一定期間通所した家族に対し、地域から

寄贈された衣類や教育的おもちゃが渡さ

れる。

5：家庭訪問 金曜日 スタッフが家庭を訪問し、親子の相互関

係の観察と親の再教育を行う。

6：親の教育フログラム 火曜日・午後 裁判所より指定された12週間のトレー

ニングクラスや親子の関わりについての

指導を行う。

（セラピー・グループワークなど）

フ：支援と照会 ニーズ（失業・DV・精神疾患など）に適し

た地域サービスを照会する。

8：一時保育 親の通院時などに一時的に保育を行う。

（腰注意児劃が対象）

※1対人サービス局がホットラインで「虐tw　・放置」の通知を受けた家庭のうち、調査において家庭での生活が

　　可能だと判断された家庭の子ども。

※2対人サービス局がホットラインで「虐待・放劃の通知を受けた家庭で、調査において家庭での生活が困難

　　であると判断され、里親宅等での生活を送っている子ども。親は子どもとの再統合を望んでおり、「安全な

　　親」となる為に必要なプログラム実践を行っている。スタッフはプログラムを監督し、親の安全度に対する

　　意見を裁判所に送る役割を果たしている。
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5．1「こんにちは赤ちゃん訪問」に期待できる

　　こと

　今年からスタートする「こんにちは赤ちゃん訪

　問」は、従来の新生児訪問とは遠い、全戸に回

　る。これから子どもを産む母親はすべて、一度

　は面接を受ける。日本の場合は、住民票や母

　子健康手帳のシステムがあり、新生児の所在が

　把握しやすく、その点でアメリカよりかなりカバ

　ー率が高くなる。ほぼ完壁になるだろう。

　しかし、現在本当に日本の児童福祉に必要な

　こと、それは児童虐待の危険要素をもつ家族

　や、実際虐待をしてしまった家族に対する援助

　の技術ではないかと思う。危機をもつ家庭を

　拾い上げたあとの対応、「見守り」や「施設入所」

　ではなく、子どもに対して適切に育ててくれる

　家庭を保障する取り組みのほうではないだろ

　うか。

　オレゴンヘルシースタートは、日本の基準で言

　えばカバー率が低い。しかし、リスクの高い親

　がこのサービスと出会えたことで、子どもに適

　した養育ができるようになった、あるいは虐待

　件数が減少出来たという点から見ると、これか

　ら始まる日本の場合と比べてどうなのだろうか。

　ヘルシースタートは、訪問が同じ人によって継

　続的に行われ、育児だけでなくその家族の明

　るい未来（目標）をテーマとした支援を可能に

　している。支援を受ける側が傷つけられずに、

　訪問や自己改革を意欲的に受け入れられる技

　術を初回から工夫している。毎回の訪問に、

　有用な知識や情報、癒しの時間が組み込まれ

　て、赤ちゃんを含めた家族みんなが「よりよく

　生きる」ことに向かっていけるよう、空気の流

　れを作る方法をもっている。

　そして、訪問を受ける母親達は、ワーカーを自

分の母親代わりに頼り、モデルとして学ぶ。ワ

ー カーがクライアントを、赤ちゃんを育てる母

として育てあげるからこそ意味があると思うtt

5．2既存の機関に期待できるもの

　日本では児童福祉法が改正され、これまで児

　童相談所に一元化されていた相談窓口が、

　2005年から市町村へ移された。また、各市町

　村に「要保護児童対策地域協議会」を設置する

　ことが望ましいとされ、地域での児童問題への

　取り組み強化が行われている。

　オレゴン州ではNPO法人などの市民活動が活

　発で、州からの委託を受けて「ヘルシースタート」

　プログラムを実施している。活動の実績が州か

　らの評価となるため、活動に良い意味での緊

　張感が感じられ、スタッフも確固としたプロ意

　識を持って仕事をしているという印象を受け

　た。行政中心の日本の活動と大きく異なる点

　である．また、アメリカ国民のボランティア意識

　の高さが福祉活動の幅を広げていると思う。

　日本の優れた点は、保健師という専門の職種

　があることである。これまで地域において住民

　の健康を支えてきた実績をもって、今後は福祉

　の面でも児童と家庭を支援するキーマンにな

　り得ると考えられる。

　母が妊娠を知り、市町村窓口で母子健康手帳

　の交付を受ける際に、これまでよりも具体的な

　問診を行い、虐待や育児困難などの高リスク

　家族を把握していくことが必要であろう。また、

　妊婦の健康面以外の問題で、経済的問題や家

　庭問題などは、社会福祉士などが連携して支

　援していくことができると考える。実際に、児

　童家庭支援センターのソーシャルワーカーが市

　町村保健師の家庭訪問に同行して、虐待をす
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る危険性のある母の心のサポートをしている例

もある。また、地域によっては民生児童委員が

新生児の生まれた家庭に「あかちゃん訪問」と

して訪ねて行き、身近な相談役として活躍して

いるところもある。

日本とアメリカでは、虐待のとらえ方の相違も

あるし、専門職の歴史の違いもある。しかし、

日本でいま重要なのは虐待予防のための各関

係機関の連携と、うまく親子関係が結べない家

庭への専門的なプログラムが組める機関（児童

相談所や児童家庭支援センター、または民間機

関など）の充実だと考える。たとえば、「こんに

ちは赤ちゃん訪問」でピックアップされてきた

家庭に対し、ヘルシースタートのような丁寧な

訪問支援を行うには、社会福祉法人やNPO団

体の積極的な活動姿勢が適しているのではな

いだろうか。

周りで役立てるのではないかと思う。

特に、オレゴン州の「ヘルシースタート」プログ

ラムは、具体的で日本でも参考にできる内容が

多く、活用できそうである。また、虐待に対す

る即応性、ネットワークの確かさと広がりには

学ぶところが多かったし、家庭訪問にも同行さ

せていただき、そのオープンなシステムと考え

方は見習うところが多かった。さらに、何事も

いい人間関係が基盤となること、相手を肯定

的に受け入れるところから、安心感や信頼関係

が成り立っていくことを再認識できた。

オレゴン州での研修では、とくに多くの人との

出会いがあった。その和やかな雰囲気と、そ

の基に培われている絶え間ない向上心に敬意

を示し、恩返しにできることは、わたしたちが

今回の研修をもって、日本の子ども達にとって

利益になる変化をもたらすことだろう。

5．3これから自分たちはなにをするのか

オレゴンで見てきたいくつかの行政システム

で、日本がすでにやっていること、全くやって

いないこと、やっているけれども問題点がある

ことなどについて、各施設の職員同士で、もっ

と議論をしていきたい。

みんな同じ児童福祉関係だが、例えば乳児の

ケアについては、何がどれ位日本で実践され

ているのか、何が足りていて何が足りないの

か、職種がいろいろで知らない人もいる、児

童福祉の専門職として、知識やアイディアを持

っていたい。今回、研修に行ったメンバーで、

それだけでなくメンバー中心にこの領域の人が

集まって、どんなサポートシステムがあるのか、

みんなで知っている限りの情報を出し合った

り、読んで見て教わって体験してきたことをど

う使っていくか具体的な作戦を立てたり、そう

したことをやっておけば、これから自分たちの
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特別寄稿 私とオレゴンヘルシースタート

オレゴンヘルシースタート理事

　　　　　　ドウテン富子

　（オレゴン州セーレム市在住）

1．オレゴンヘルシースタートへの感謝

1998年9月19日、私は婚約者ステd一ヴとの結婚のた

めオレゴン州セーレム市に着きました。私たちの新

婚生活のスタートでした。当初の計画では、主人は

大学に戻り、私も大学に行ってオレゴンの教師の資

格を取り1士事に就きたいと思っていました。籍はフ

ィアンセビザのためすぐに入れました。結婚式は私

の家族が出席できる翌年の3月、ちょうど日本の春休

みごろに挙げようと思っていました。ところが11月の

終わりに体の変化に気づきました。妊娠していたの

です。うれしいはずの妊娠、しかし自分の計画とは

違う方向へ人生が変わっていくことへの不安もあり

ました。

まず初めに私たちがぶつかった壁は、医療保険を

得ることと産婦人科医師を見つけることでした、グ

リーンカードを申請していてもまだ取得してなけれ

ば、保険も受け付けてくれません。主人も仕事に就

いたばかりでとにかく保険に関しては二人とも知識

がありませんでした。医師を見つけようと思っても

保険がなければ受け入れてくれません。妊娠はわ

かっても、お腹の赤ちゃんがどうなっているかもわ

からず不安とストレスだけが募っていくばかりでし

た。主人は仕事の合間をぬってあらゆるところに電

話をし、グリーンカードを早く取れるように努力して

くれました．それでも移民局の方からは何の連絡も

ありませんでした。高齢出産である私は、ただこの

赤ちゃんが健康であるかだけでも知りたかったので

すがそれすらも知ることができません。何もできな

い私はイライラするだけでしたc最後に主人は国会

議員事務所に直接電話をかけて訴えてくれました。

そのユ週間後、移民局から連絡が入りグリーンカード

取得への見通しがつきました。やっと保険に人るこ

とができると思ったのも束の間、今度は保険には人

れるけれど既に妊娠しているので妊娠と出産は一

切カバーできないとのことでした。努力してもいつ

も谷底へ突き落とされる思いでした。ここアメリカ

の医療システムと移民局への不満は日々増していき

ました。それらの不満はすべてアメリカ人の主人に

向けられていました。出産費用をためなければなら

ないので、結婚式もあきらめました。費用のため主

人は毎日残業をしてがんばっていました。それなの

に疲れて帰ってきた主人に対して私は「日本に帰り

たい。」や「日本に住んでいたらこんなことになって

いないはず。」「結婚してこんなところに住んでいる

のが間違いだ。」「このお腹の赤ちゃんは、アメリカ

に歓迎されていない。」「アメリカ人はアメリカ人の

ことだけしか考えていない。」などと言ってあたり散

らして泣いていましたe今思えぱアメリカ人の方々

に対してとても失礼な事ばかり言っていたように思

えますc．とくに主人には、本当に申し訳なかったと

思います．主人は、「ここで富子を日本に帰せばもう

彼女は戻ってこない。」と思っていたそうです。

そんな時に、私はオレゴンヘルシースタートに出会

いました。正直に言って、どの機関を通してヘルシ

ー スタートが私のところに電話をしてきたのかは覚

えていません。電話があった時、正直に「このサー

ビスが有料なら私たちには、支払う余裕はありませ

ん。」と言いました。すると「何も支払う必要はあり

ません。お腹の赤ちゃんのことについて話しましょ

う。」と言ってくれました。とてもやさしい口調でした。
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しかし、まだアメリカに不信感を持っていた私は半

信半疑でした。でも、誰でもいいから「あなたのお

腹の赤ちゃんは大丈夫よ。」と言ってくれる人が欲し

かったのです。

初めての訪問は、アメリカ人の方と日本人の研修生

の女性が来てくれました。きっと私が不安がらない

ようにという気遣いの上で日本人の方を連れて来て

くれたのだと思います。

その日は、私の不安な思いと不満をすべて話しまし

た。辛抱強く、何の反論もせず、よく聞いてください

ました。翌週には、私のファミリーサポートワーカー

の方が来るとの事でした。それでも私はまだこのプ

ログラムを信じることは出来ませんでした。だって、

私と赤ちゃんのことを心配してくれて、安心させて

くれて、無料なわけはないと心の底で思っていたか

らです。きっと後で何かを買わないといけなかった

りするに違いないと思っていました。私のファミIJ

一 サポートワーカーは、ジャンという元看護婦の方で

した。とてもやさしく穏やかに話をしてくれました。

前回の訪問と同じように私の抱えている不安や不

満をずっと聞いてくれました。私がつい主人に辛く

あたってしまいイライラしてしまうことを話すと、妊

娠をするとホルモンの関係で精神が不安定になり

やすいと教えてくれました。今まで何でこんなにイ

ライラするのかわからず主人のせいやここの気候の

せいにしていたのがホルモンのせいということがわ

かりました。気分が穏やかになるように音楽を聴い

たり、犬を散歩に連れて行ったりして気分転換をし

ました。彼女は来るたびに出産前に準備しておくと

いい物のリストや赤ちゃんの発育の状態が書いてあ

る資料を持ってきて説明してくれました。主人が帰

ってくると二人でそれを読んで出産についての知識

を得ることができました。9ヵ月目に入ると出産予定

の病院の見学などを勧めてくれ、もし不安だったら

一緒についてきてくれるとまで言ってくれました。

私はジャンが来てくれる日が待ち遠しかったです。

主人が仕事から帰ってきて「今日はジャンが来たの」

と聞かれ「何で」と言うと「だって、ジャンが来た日は

とっても機嫌がいいから。」と言われていました。夫

婦で出産の事で話していてわからない事は「今度ジ

ャンに聞いてみよう。」と言っていました。今では何

でも聞ける義母でもその当時は遠慮して聞けなか

ったのでわからない事は何でもジャンに聞いていま

した。彼女は、私にとって何でも安心して聞ける母

のような人でした。出産前には彼女の勧めで「出産

と育児教室」にも夫婦そろって参加しました。いろ

いろな情報をもらう事ができ私たち夫婦は、心落ち

着かせて出産に望むことができました。とても良い

信頼できる助産婦さんに出会えて、感動的で、そし

て喜びに満ちた出産ができました。

出産後ジャンが持ってきてくれた手作りのブランケッ

トと電話のおもちゃは今でも大切に取ってあります。

その後、握当が替わると聞きまた不安になりました。

それがニーナとの出会いです。

ニーナと初めて会ったときは少し不安でした。それ

は、彼女が私よりもずいぶん若かったからです。し

かし、そんな不安はあっという間になくなりましたv

彼女は子育てで奮闘している私をいつも励まし力

づけてくれました。小児科からもらってくる資料も自

分が充分に理解できているか心配で「私はいい母

親？」「この子の母親としてきちんとした知識を持っ

てる？」などと不安でしたが彼女はそんな私にいつ

も「資莞（とりい）はとても元気に育っているよ。」

「お母さんの腕の中が子供にとって一番安心なとこ

ろなのよ。」といってくれました。中でも一番うれし

かった言葉は、「富子は、とっても良いお母さんだよ。

がんばってるね。」と言われたことでした。日本で育

った私は褒めてもらうことに慣れてなく、とても照れ

くさかったのですが、母親としてまだ自信のない私

を勇気付け、失敗してもまたがんばろうという気持

ちになれました。ニーナが来る日は資莞も首を長く

して待っていたものです。資莞はニーナが来る時間

になるとウキウキしてドァベルが鳴ると“ニーナ！”
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と［］1［・んで飛んでいきました．彼女は資料を渡し私の

話を聞くだけではなく、躾のお手本をさり気なく教

えてくれまし．た　私たちが話していると、もちろんf’

供は自分を見て欲しいので邪魔をしにきます．そう

いう時、彼女は資莞に待つこと、そしてお母さんの

言うことを聞くことの．k切さを資莞に教えてくれまし

た、そして、その後に我慢ができた資莞をたくさん

褒めてくれました　そんなニーナが資莞は人好きで

した．ニーナは、私の母としての未熟さや失敗を指

摘するのではなく不安に思っていることを聞き励ま

してくれました＝いま私は彼女から学んだことを白

分の了供たちにしています，彼女は、私よりも若い

のに何でも相談できる姉のような人でした．

このニーナやジャンのようなファミリーサポートワー

カーを妊娠、出産そして子育てに不安を抱いている

母親を助けるために送り出しているのがオレゴンヘ

ルシースタートです＝

これらのサービスをオレ．ゴンヘルシースタートは無

料でffっています　私はたくさんのことをこのプロ

グラムから学び助けてもらいました，何か彼女たち

の役に立て、このプログラムを少しでも多くの方に

知っていただければと思い、今ヘルシースタートの

理事会の一員として頑張っています．このプログラ

ムが日本全国に広がりたくさんの親たちが了育ての

楽しさを感じて欲しいと思います．

’ 亀

2．オレゴンヘルシースタートへ望むもの

アメリカの景気の落ち込みでヘルシースタートはP

算を大幅にカットされました、そのため今は母子と

もに、とても危険であると判1析された家庭にだけ訪

問を行っています私のSJTり合いでフィリピンから

来ていた女性がいました．彼女も高齢川産でr育

てとk化の遠いでストレスを抱えていましたが、ご

ド人がアメリカ人の困医者で生活的にゆとりがある

と判断され訪問はできないとの事て．した＝彼女もこ

ニアメリカに親類はおらず、誰に相談していいかわ

かりませんでした　いくら裕福といっても彼女も妊

娠、出産そして」㌘育てに悩んで苦しんでいた母親の

．一 人でした．母親が助けが欲しいと願っているの

ならば何らかの形で励まし、助けることができるプ

ログラムがあったら良いのにと思います．

それと、このヘルシースタートは第一．子のみが対象

となります．．初めて妊娠した母親だけが対象となり

ます　しかし実際は第～子の子育てから状況が変わ

ったり睡眠が以前よりさらに削られてストレスを感じ

始める親もいると思いますこんな母親にもT：を差

し仲べることができたらどれだけ素晴らしいことで

しょう　いずれも1フ算があればカハーできると思い

ます．少しでも多くの親とr供たちを助けることが

出来るようになって欲しいです

3．日本の児童問題について

最近は悲しいニュースが多いですね　先U、実の妹

を殺害し、バラバラにしてしまった事件をニュース

で見ました、この殺人を犯した青年も殺された妹さ

んも気の毒です、金銭面ではきっと裕福だったに違

いありません　でも愛情の1・．ではどうだったのでし

ょう　それに、2度も受験ハこ敗と報道されていました

が、きっとこの青年は医者ではなくほかにF能があ

ったのかもしれません　なぜ、いい人学にいくこと

が人生の成功なのでしょうか、いい仕事に就くこと

がなぜいい人生なのでしょうか　確かに豊かに過ご

すためにはいい仕事に就いたほうが良いかもしれ
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ない。でもそこに愛がなければ無意味ではないで

しょうか。いい服を着て、いい家に住んで、地位の

ある仕事に就いてお金持ちになった人よりも、家族

を愛し、家族を大事にして家庭を守る人が崇められ

るべきだと思います。給料は安くても一生懸命働い

て、夫婦力を合わせて子育てをしている親がどれだ

け素晴らしいか、そういうことを子供たちに伝えられ

る社会になって欲しいのです。

いじめ問題ではいつも学校が責任をとらされていま

すね。日本の子ども達は学校だけが彼らの社交場で

あって、好きなスポーツでさえ部活といって学校で

行われています。だから学校でいじめがあれば放

課後の部活にまで響き、またその部活が土、日曜日

にあろうものならその友人関係から抜け出せないん

ですよね。楽しければいいのですが、いやな友達

が一人でもいれば毎日いやな思いをし、そこからは

逃げられません。その点、アメリカは学校は学校、も

しスポーツをするならまた違うグループや施設を利

用しなければいけません。私の息子たちもいくつか

習い事をしていますが、空手は空手の友達がいて、

スイミングや日本人学校の友達というぐあいにいろ

いろな友達がおり、それぞれで楽しんでいます。そ

して、一番の友達は、と聞くと二人とも“My

brother！”といっています。家族で友達のことを話

すも良し、友人関係でトラブルが起きたらどうしたら

よいか、などを話す機会を持っていたら、こういう

いじめ問題は減るのではないでしょうか。とくにい

じめられる子側にもっと強くなって欲しいな、と思

います。

ていました。家は、母がいなかったため夕飯の用意

は私の担当でした。いじめられた後買い物に行って

夕飯の支度をするのは苦痛でしたe

でも、しなければ姉たちから叱られます。また待ち

伏せされていたある日、私は殴られたら正当防衛で

殴り返す覚悟で「今から夕飯の準備をしないといけ

ないのであなたたちのいじめを受ける時間はない」

といってやりました。彼女たちは私の反論に驚いて

何も言わずに帰っていきました。その日で、私への

いじめは終わりました。私には、いじめられても家

に帰るといつも私を愛してくれた祖母がいたから勇

気が出たんだと思います。

「いじめられっこ、強くなって欲しいですe」そして、

もっと親子、家庭内で会話ができるようになると良

いですね。アメリカは、会社・学校も大切ですがま

ずは家庭です。親の愛、家族の愛が子どもを強く育

てると思います。これからの日本の児童問題のキー

ワードは「家族の絆」だと思います。

じつを言うと私も小学5年生の時にいじめられてい

ました。母親がいないことを馬鹿にされ、母親のこ

とを言われるたびにメソメソと泣いていました。スト

レスがたまっている子どもにとっては格好の餌食で

す。事あるごとに泣かされていました。いつも学校

帰りに待ち伏せされ何かにつけては文句を言われ
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第4章修復的愛着療法（Corrective、Attachment、Therapy）

　ATT［（Attachment　Treatment　and　Training　lnstitute）における実習一

研修先の「ATTI（Attachment　Treatment　and

Training　Institute｝＝愛着治療・訓練所」（以ド、

ATTI）は、1994年、コロラド州エバグリーン市内

に設立された外来型のクリニ・ソクである．基本

的に、クライアントによって支払われる治療費の

みで運営されている「有限会社」であり、おもに

修復的愛着療法（愛着関係に障がいがある家族

の心理治療）を行なっている，クライアントはア

メリカ全土のみならず、その評判を聞きつけて

ヨーロッパなど国外からも来るというt／

ATrlは、3階建て雑居ビルの2階の一角にあり、

証券会社、印刷会祉などと隣りあっている，扉

を開けると、待合スベース、受付スペース、おも

ちゃや絵本が置いてある廊下、そして4つの面接

室がある。

（このうち3つは各セラピストのオフィスにもなって

いる。）

窓は大きく日も良く入り、所内はとても明るいc

スタッフは、テリー・M・リヴィー臨床心理学博1：、

マイク・オーランズ臨床心理士、アンセア・G・コー

スター臨床心理学博十の3名（男性2名、女性1

Vi　1）であり、この3人がチームを組んで一つひと

つケースに当たっている　この他、随時実習生

が関わっている、

ATTIでは、子ども個人や親個人のみではなく、

あくまで「家族の治療」という観点から治療を進

めており、これが特色となっている、養f縁組

家庭や里親家庭など、現在了どもが生活してい

る家族関係のシステムに焦点をあて、その改善

に目標をおいている、また、クライアントの言，L体

性と決定を重視し、それを「寧に扱うのも特徴

である　愛着の治療を行なう機関はATTIの他

にもあり、エパグリーン市内にもあるが、それら

は嫌がる子どもを押さえつけ、毛布でくるんで退

行（赤ちゃん返り）を促進しようとしたり、了ども

が現在生活している養育家族から子どもを離し、

治療用に準備された練習里親という仮の家族関

係のみを扱う治療をしたり、手法として粗いとこ

ろも多いという。他の愛着センターの中でその

ような方法に疑問を持っていたマイク・オーラン

ズ氏と、1970年代から家族療法に携わっていた

家族療法のベテランであるテリー・リヴィ氏がよ

りよい治療をめざし、この治療機関を開設した

とのことである。

ATrIでの修復的愛着療法は、基本的には、「2週

間トリートメント集中プログラム」という枠組みを

用いておこなわれる（次節以降で詳述）。この2

週間集中のプログラム（3時間×10n＝30時間）

を受けるにあたり、＄10．500（約126万円）かかる，

費用は、基本的にはクライアントである家族が白

己負担する，

米国では常勤職についている家族はその雇用

先が契約している保険に人ることになり、その

保険の適用で費用が支払われる．保険で何％カ

パーできるかはその個人の人っている保険の種

類によるが、低所得者の場合には社会福祉局が

負担することもあるという、年間約30家族が治療

に訪れる，

刀



COLORADO

愛着（attachment）とは、人生の最早期（胎児期）

から特定の養育者との間に形成される情緒的

絆である．養育者が子どもに「かわいい、いと

しい」という想いを向け、子どもが養育者に慕

情と全面的な信頼を寄せるなかで育まれる

この絆は、人ノk早期に限らず、生涯にわたる

人間の発達のさまざまなltrlに大きな影響を与

える．、安定した愛着関係は、肯定的な自己意

識、自分と他者への信頼、情動や衝動の自己

調整、共感能力、トラウマやストレスへの耐性

などの基盤となり、安定した対人関係や知的

発達を促進すると考えられている。逆に、愛

蒼関係に障がいがあると、自分自身に対して否

定的になり、他者への信頼や良心、共感性に欠

け、衝動や感情の抑制が効かず、社会生活に

おいて問題がおきやすくなるといわれている、

愛着には以下の4つのタイプがある／t

　①安定型

　　養育者を白分の安全基地として頼ることがで

　　き、養育者と接触することで自分のストレス

　　を秒らげることが出来る，

　②不安定・回避型

　　養育者とのかかわりが乏しく、養育者に対し

　　無関心か回避的な態度をとる。

　③不安定・両極型

　　養育者に接触を求めるが、養育者のもとで

　　も不安が高く情緒が安定しない，

　④無秩序・無方向型

　　不安が高い状況で養育者から離れるのに抵

　　抗したかと思うと次の瞬間には離れようとす

　　るなど、不安やストレスに対処するための一

　　貫した行動パターンが欠けているtt



特定の他者との問に安定した愛着関係を育む

ことができなかった子どもは．愛着の障がいを

もつ可能性が高い．愛着関係の育ちを妨げる

要因には次のようなものがあるc

・ 養育者側の要因…虐待や放置、心身の重度

　または慢性の障がい、薬物の乱用など

・ 子ども側の要因…育てにくく難しい気性、先

　天的・生理的障がいなどの問題など

・ 環境要因…貧困、f育てへの支援の欠如、

　無秩序で暴力的な養育環境など

愛着障がいをもつ子どもは、次の6分野で以下

のような特徴（症状）が見られる。6分野におけ

る特徴とは次のようなものであるe

・ 「行動」…反抗的でけんか腰、衝動的、嘘と

盗み．破壊的で自滅的など

・ 「情緒」…激怒とかんしゃく、悲しみ、塞ぎこ

み、恐怖と不安など

・ 「思考」…白己・人生一・般に関して否定的な

観念「ワーキングモデル」（下記参照）を持つ

など

・ 「対人関係」…他者への信頼がなく操作しよ

　うとする、人のせいにするなど

・ 「身体的分野」…身の清潔を保たず、触れら

れることを嫌うなど

・ 「倫理・精神的分野」…信仰・共感・後悔など

社会的価値観の欠如など

安定した愛着関係

自己観念：私は良い子で、欲しが

　　　　　られて生まれ、価値が

　　　　　あり、能力があり、

　　　　　可愛い

保護者達は　私のニーズに応えて

　　　　　　くれ、敏感で、頼れて、

　　　　　　思いやり深く、

　　　　　　信頼に値する

私の世界は安全で、

人生は生きるに値する

愛着関係に問題がある場合

自己観念：私は悪で、誰からも欲し

　　　　　がられず、価値のない

　　　　　人間で、能力なく
　　　　　可愛くもない

保護者達は：私のニーズに応えて
　　　　　　くれず、無神経で、

　　　　　　感情を傷つけ、

　　　　　　信頼に値しない

人生：私の世界は安全でなく

　　　人生は生きるに値しない

73



（1）修復的愛着療法の目的

　「修復的愛着療法」とは、心理治療の一つの方法

　である。子ども個人や親個人だけではなく、あ

　くまで「家族の治療」という観点から、愛着障

　がいをもつ子どもとその養育者との愛着関係

　を改善させ、養育環境を再構築することを日的

　としている、

（2）治療的介入の焦点

　治療的介入の焦点は、以下の5つである。

　①子ども

　　トラウマの治療を行い、人生や世界に対す

　　る否定的な考え方、否定的自己意識の改善

　　をはかる。社会生活をおくる上で必要とされ

　　る、問題への対処方法（怒りの管理やコミュ

　　ニケーションのスキルなど）や他者への敬意、

　　責任、相互性などを子ども自身が習得する。

　②子どもと養育者との関係性

　　子どもと養育者との間に、信頼、愛情、親密

　　さ、一方的ではなく相互性のあるやり取り、

　　などの肯定的コミュニケーションの体験を増

　　やし、怒りや無関心など、否定的な関係の

　　パターンを減らすようにする。

　③養育家族が持っている課題

　　親子関係、夫婦関係、きょうだい関係など、

　　家族内のさまざまな関係の中にある否定的

COLORADO

　な関係パターンを改善し、家庭内の人間関

　係の安定をはかる。また、親戚や公的機関、

　地域社会からの支援を得て、希望と喜びが

　感じられるような良い雰囲気を家庭内に増

　やすようにする、

④養育者の親業の技術（養育技術）

　愛着障がいをもっている子どもを養育する

　のに適切な考え方や技術t態度を養育者が

　習得する。

．⑤養育者

　原家族における喪失体験・トラウマ・夫婦関

　係やそれ以外の人間関係の問題など、養育

　者自身が重い課題を抱えていると、愛着障

　がいの子どもに適切に対応するのが困難に

　なる．よって養育者自身がこれに向き合い、

　改善を図る、

以上の5つは互いに深く連動している（【コラム

1】）。一つの側面を改善させる前に、他の側面

に取り組まなければならないこともあるし、ま

た、ある測面に焦点をあてた関わりが、別の側

面を改善することもある。①～⑤の何に取り組

み、どこから介入を始めるかは、実際のケース

のその時々の流れに応じて臨機応変に決めら

れる。



【コラム1】

子どもは考えたり行動したりすることによって、脳や身体が発達していきますよね。でもそこには初めて

の体験の中で不安や恐怖を感じたり、失敗することによって自信をなくして傷つくことがたくさんありま

す。どこまでやったら危ないか、どの範囲なら安全に自由に行動できるかを養育者がき5んと設定してあ

げて、その中で子どもに自主選択・決定させることによって、子どもは失敗してもひどく傷つくことなく、

「自分でできた」という自分に対する肯定的な感覚を持つことができます。また、怖い体験や悲しい思いを

したとしても、それを受け入れてくれ、励ましてくれる大人がいれば、子どもはそこで傷を癒し、再び自分

で行動することができるようになります。

養育者も、自分の関わりによって子どもが健やかに成長し、自分がその子にとって頼られる大事な存在で

あると感じることで、自信や自尊心を持てるようになりXす。

もし今まで育ってきた人生の中で記憶に刻まれた心の傷や、「自分は頑張ってもうまくできない」などと

いう自信のなさ、「だから自分は存在する価値がない」という否定的な捉え方をしている子どもがいたら、

この子どもと養育者の相互作用の関係を見直す必要があるのではないでしょうか。

（3）修復的愛着療法におけるアセスメント

　〔査定・評価）

　治療的介入をおこなう前提として、セラピスト

　は、子どもと子どもを取り巻く環境をよく理解

　していなくてはならない。そのための作業をア

　セスメント（査定）というt，修復的愛着療法では、

　子どものみならず、養育者との関係性、養育者

　自身、家族システム、地域システムなど、多面

　的で包括的なアセスメントが重視されている．

　多面的なアセスメントをおこなうことで、情報の

　幅と精密さが増す。

　セラピストは、治療開始前や開始初期に重点的

　にアセスメントをおこない、治療方針を立てる、

　しかし、セラピーにおいては、治療的介入に対

　するクライエントの反応もまた、アセスメントの

　素材になる。つまり「アセスメント→目標と方

　針の設定→介入→再アセスメント→目標と方針

　の修整→介入→再アセスメント…」の絶えざる

　繰り返し、循環によってセラピーは進んでいく

　のである。

①子どもについてのアセスメント

　子どもについて把握しておきたいことは次の

　ことがらである。

　・子どもが現在表している問題

　　先に述べた6つの分野（「行動」「情緒」「思

　　考」「対人関係」「身体的分野」「倫理・精神

　　的分野」）における特徴・症状の頻度・継

　　続時間・深刻度、

　　そして、それに対して子ども自身は問題を

　　どのように捉えているか。

　・生い立ち

　　出生前後の状況、愛着についての歴史、

　　学校生活の歴史、長所や能力など。

　・子どもに内在する認識のあり方（内的ワー

　　キング・モデル）

　　自分・養育者・生活一般について、核とな

　　っている考え方、捉え方。

これらのことを知るために、養育者からの情

報収集と子どもへのテストがおこなわれるtt
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【大人からのレポートとそれにもとつくインタビュー】

「徴候チェックリスト」

… 50項目ほどr事前に養育者が記入し、セラピ

　ストに送っておくt（Pl15～Pl16）

　養育者はあらかじめ、子どもについて、前述の

　6分野における各徴候の程度を4段階撫、軽

　度、中度、重度）でチェックし、それに対する

　簡単なコメントを書いてセラピストに送付する．，

「子どもの生育歴」

… これも養育者が記述し、事前にセラピス1・に

　送付する。また、子どもと家族のソーシャルワ

　ーカーもこれに関する情報提供をおこなう．

【子どもに対する心理テスト】

　以下は、セラピー開始の初期に子どもに対し

　ておこなわれる、

「文章完成法（SCT；Sentence　Completion　Test）」

… 最初の語句だけが与えられ、それに続く文章

　を子どもが答え、補完する。
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「家・樹木・人物（HTP；House，Tree，Person）」

…描画法の一つ。子どもに家、樹木、人物（こ

　こでは自画像）をA4程度の紙に一枚ずつ描

　いてもらい、その特徴から子どもの心理的な

　傾向を分析する、

　（例1「極端に小さい家」→退行傾向、無能感、

　　　家と家庭生活θ）拒否の可能性、

■

　　　　且o■■（㊤t・

　　　　●V白y副1一㎎ぽw
　　　　　旨幽垣画｛輌㎝
　　　　　。f㎞㎡㎞旋ば一、
圃　　字脳一・㎜a
　　　　●No輌一lacltot
　　　　　－iWt匝血鯨㎞
　　　　　㎞■蜘い一蜜にいて◆■≠鞄口
　　　　　か朗ぽてし匂、

「左に傾いた樹木」→過去の恐怖にと

らわれている、衝動的行動で表現する

傾向の可能性、

●

Treee冑木）：一

■im　lett－〔㎞oo碑頃』
　itPttieq　actingoattCndtudes

　劃こ口いてじ一らわれ
　ている〉■頃田n：㎜する領良

■Bmaches（oo4α一ω
　trunk）一一：つt
　がうていなも、一｛

■　【imca　trUk－ibeStVthimry．

　一てt一浪
■C㎞㎡㎜一塒
　蜘“meeofrutby－一
　■9潰買bらの途温

「男子における胸部にふくらみのある曲線的

な人物画」→同性愛の可能性等）など。
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②養育者および家族についてのアセスメント

　養育者および家族について把握しておきた

　いことは次のことがらである。

　・養育者夫婦それぞれの生い立ち

　　生まれ育った家族の背景、家族との関係

　　の歴史、教育歴や職歴など。

　・養育者の現在の状況

　　社会生活における心身の健康度、夫婦関

　　係やその他大切な人たちとの人間関係，

　・子育てに対する態度と技術

　　自分の子や里子の養育経験、治療対象と

　　なる子どものきょうだいを育てた経験、愛

　　着障がいをもつ子どもの子育て経験、子

　　育てへの関与の度合い、など。

　・家族システム

　　対人関係のバターン、家族内のサポートシス

　　テム、ストレスの源とそれに対する対処方法

これらのことを知るために、レポートや面接、

観察などによる情報収集がおこなわれる。

　・「自叙伝」「家族歴」

　　養育者自身によって事前に記述され、セ

　　ラピストへ送付される。機関を紹介したソ

　　ーシャルワーカーも情報を提供する。

　・「人生脚本（ライフスクリプト；Life　Script）」

　　セラピーの初期に養育者夫婦がそれぞれ

　　別々にセラピストと面接することによって

　　得られる。質問がセラピストからされ、答

　　えを書いて渡す（Pl17－－P12e）。養育者自

　　身の生い立ちや子育てに対する信念、葛

　　藤処理のスタイルなどを浮き彫りにするも

　　のであり、治療面接におけるセラピストと

　　養育者夫婦との話し合いの重要な資料と

　　なる。修復的愛着療法のアセスメントの中

　　でも特に重視されているa

・ 「アダルト・アタッチメント・インタビュー」

およびその他の「臨床面接」

養育者自身の愛着の型を吟昧する面接。

現在の問題について理解を深める。

・ 「臨床観察」

セラピー中、あるいはその他の場面におけ

る養育者（およびその家族｝と子どもの相

互関係を観察する。

（4）修復的愛着療法における理論と技術

　「子どもは、自分の所属している枕会組織（家

　族、地域社会、学校、児童福祉組織）から深い

　影響を受けながら暮らしているeしたがって援

　助者は、子どもだけに焦点を当てても子ども

　のことを十分に理解することはできないし、有

　効な援助をおこなうこともできない。子どもに

　対する理解と援助は、子どもが社会組織の中

　でどのような影響を受け、どのようなパターン

　で相互作用をおこなっているのかを見極めて

　初めて可能になるのである。j

　家族においては、その構成員がお互いにいつ

　もの関わり方のパターンで影響を与えあって

　いる（これを「人間関係のダンス」という）．．した

　がって、そのシステムを変えれば子どもも変わ

　る。養育者は、環境から切り離して子どもだけ

　を一‘修理する”ことはできない。しかし、子どもを

　“修理する”ことはできなくても、子どもたちが学

　び、癒される環境を作り、保つことはできる。

　修復的愛着療法では、このような考えにもとづ

　き、子どものみならず、子どもの環境である養

　育者に対しても適宜介入がおこなわれる。

　なお、子どもや養育者の「癒し」は、

「再訪（ReVisit）」→「修正（Revise）」→

「再活性化（ReVitalize）」

というプロセスを踏んでおこなわれる．すなわ
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ち、現（t｛の不適応状態のもとにある、過去のト

ラウマ体験や心の内にある否定的な考え方、

防衛スタイル等に向き合い（「再訪」）、それを直

し（「修正」）、違った自分を生きるようになる

（「再活性化」）というプロセスである、

〔例）：「私があのようなひどい目にあったのは、

　　私が悪い子で狂っていたからだ」（「再訪」）、

　　「悪くて狂っていたのは私ではない、母親

　　の方だ」（「修tf三」）、「私には悪い母親にNO

　　というhがある」（「再活性化」）

このとき、生きることへの基本的な姿勢が「被

害者モード」から「生存者モード」へと転換する

ことがセラピーの核となる。「被害者モード」は

受身性、無力感がベースにあり、「生存．者モード」

は能動性、有能感がべ一スとなっている。

セラピーのプロセスにおいては、一一度肖定的な

方向へ変化したにもかかわらず、もとの方向へ

戻ってしまう（あるいはもっと悪い状態になっ

てしまう）という現象がおこる、そもそもセラピ

ー には、いままでの防衛スタイルを除去すると

いう側面があり、新しい行動力認識のあり方が

定着するまではクライアントは身を守る術がな

く、傷を受けやすくなる．そのためそれまでの

間は、一時的にせよかつて馴染んでいた防衛

スタイルに揺り戻しがくるのである、

にれを「癒しの危機」という。経験的には、

これがないと本当には良くならないという．）

というのは、これを繰り返すことによって、ク

ライアントは弾力性を育んでいくからである．

セラピー終了後6ヵ月ほどして同様の揺り戻し

がある場合もあり、これを「最後の危機」という。

これらに対しては、そういう現象があるのだと

いうことを知ること、落ち着いてこれまでどお

りのことを淡々と続けることが必要になる，危

機は成長の契機でもあるという心構えが必要

である．

「子ども」に対する介入

セラピストは3人でチームを組んでセラピーを

おこなう，子どもを抱きかかえ、子どもをリ

ラックスさせ愛着行動の練習を担うセラピス

ト、子どもとの対話のメインを担うセラピスト、

やや距離を置いた場所から適宜介入するセ

ラピスト。

子どもを抱きかかえるポジションのセラピス

トは、セラピーの進行とともに、その役割を

了どもの現在の養育者に譲り、移行させて

いぐこのチームワークの中で、以下の技法

を用いながらセラピーをおこなう。

【養育的抱擁過程

（HNP；Holding　Nurturing　Process｝】

修復的愛着療法では、子どもとのワークの多

くの場合において、「腕の中に抱える」という

ポジショニングをとる，

愛着を深めるためには、まず形から人る事

が有効であると考えられる／t脳の神経学的

にいっても、脳の緊張状態からリラクセーシ

ョンに至るプロセスの中でこそ、愛着が深ま

ると考えられている。しかし一方、赤ちeん

のようなこの態勢は、赤ちゃんがそうである
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ように、クライアントである子どもにとっては

無防備で傷つきやすい態勢でもある。ゆえ

に強制はしない。いつでも立って出て行け

ることが保証されている。

【自己報告とリスト】

子ども自身が解決すべき問題のリストを作

る。これは、自分の問題を自分自身のことと

してとらえ、取り組む動機づけとなる。

【最初の1年の愛着サイクル】

子どもとのワークは、「最初の一・年の愛着サ

イクル」の説明から入ることが多い。

下図をHNPの中で子どもに示し、自分には

何が得られ、何が得られなかったか等の話

をしながら、子どもは自分および自分と実親

との愛着の歴史に少しずつ向き合っていく

ことになる。

一年目のライフ・サイクル

＿一吟・鐘・
に信頼感を　　　　　　嬢い
持つ　　　　　　　　痛い

　　　満足感　　　　　　抱き取って寝かせるなど）

「被害者モード」から「生存者モード」への転

換のためにまず重要なのは、セラピーのスタ

ー ト時点や要所要所において、子ども本人が

「助けが必要」と言うこと（＝子どもと契約を

結ぶこと）である。これにより、子どもは自ら

が、自らの問題を改善するためにこの時間

を使う、という能動的な姿勢を強めることに

なるからである。これは、「もし助けを望むな

ら、私たちはここにいる。手助けをしよう」

というセラピストたちの態度に支えられるこ

とによって、「自分のニーズは、求めれば応

えてもらえるのだ」という他者への信頼感、

ひいてはそのような助けを引き出し、受け

取ることができる自分への信頼感や有能感

の雛形となる、セラピーを受ける子どもたち

の多くは、「ニーズを求めても応えられた」経

験がない。ニーズが応えられることによって

始めて信頼関係が作られ、愛着が始まるの

である，これはつまり、「最初の1年の愛着サ

イクル」を体験しなおす、ということでもある

（【コラム2】），

【コラム2】

人はまず赤ちゃんの時に、欲求や要求を「泣く」という方法で伝え、その後もさまざまな形で自分の欲求を

行動にして表しますが、それに対して養育者に適切に応えてもらえなかった場合、要求することを無意昧

に思い、要求すること自体をやめてしまったり、大切にされない自分は「生きていても価値のない存在」と

いう否定的な捉え方をすることがあります。

自分にはニーズがあり、それを聞いて応えてくれる人がいること。本来養育者との間にあるはずだったこ

の関係をここではまず再確認し、「自分は大切にされる存在なんだ」という基本的な認識を持たせること

が大切なのです。
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【インナー・チャイルド（内なる子と’も）という

隠喩】

「小さいころの自分」の象徴を視覚化する技

法の一つ。修復的愛着療法ではクマのぬい

ぐるみが用いられることが多い。解決すべ

き問題点を話していく中で、小さいころの自

分の傷つきや無力感に出会うこともある、子

どもは、傍にいるセラピストに助けられなが

ら、象徴としての「小さなころの自分」と対話

し、かつての自分と徐々に向き合い、癒す．

これを通じて、現在の自分を支配している

否定的な考え方の再構築に向けて少しずつ

動き出す。

【’心ま里虚1（Ron　Play）】

セラピーの流れの中で、小さいころの自分が

その当時はできなかったこと、言えなかった

ことを言う必要が生じることがある、例えば、

その当時は虐待者に対して無力であった自

分だが、それは自分のせいではないと認識

するに至り、虐待者に対して激しい怒りをぶ

つけ、撃退する、など、これをセラピストチ

ー ムの誰かを相手に、心理劇として実際に

怒りをぶつけ、撃退するという、身体的動き

を伴った感情表出をおこなうことによって初

めてその当時の体験の修正や新しい自分の

生き直しが可能になる。というのは、大脳生
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理学の面からいうと、愛着の形成要素は、大

脳前頭葉に属する理解や了解の領域よりも、

大脳辺縁系や脳幹に属する感覚的、感情的

記憶だからである、感覚的、感情的記憶は

物理的な時間を超えて残っている。その当

時の心的状況に帰り、実際に振舞うことによ

って体験するという動きは、この大脳辺縁系

に働きかけている。これにより、時間を超え

て残っていた感情的記憶を修正することが

可能になるのであるcなお、激しい怒りの

表出は、以前の虐待者を憎ませるためでは

ない，過去に対する「赦し」がないと真のト

ラウマの解決にはならず、セラピーの予後は

良くない。「赦し」のためには激しい怒りの

表出が必要なのである，

養育者に対する介入

　援助者が養育者に提供できるものは、「情報」、

　「技術（コミュニケーションなどのスキル）」、

　「心の支え（サポート）」、「自己覚知（自分自

　身への気づき）」、そして「希望」である、これ

　らを以下に述べるような介入を通じて提供

　していく，

【養育者自身の癒し】

セラピーの流れの中で、養育者自身のトラウ

マの問題や葛藤があらわになり、それが子ど

もとの愛着形成を阻害していると考えられる

ときは、養育者自身の癒しが優先される場

合もある。

このとき使われる技法は子どもと同様でL

「HNP」、「インナーチャイルド」、「心理劇」な

どが用いられる。癒しのプロセスもFどもと

同様の段階を踏んでおこなわれる。



【癒しの親業（Healing　Parents）】

「癒しの親業」という言葉には、「親自身を癒

す」という意味と、「子どもを癒す親」という

意味と、二重の意味がある。脳をはじめとし

て、子どもの健全な発達においていかに愛

着関係が重要な役割を果たすか、愛着障が

いをもつ子どもを癒すのに、適切な養育環

境がいかに大きな意味を持つか、というスタ

ンスから、クライアントである養育者に対し、

自分自身の愛着パターンを見直させ、子ども

の発達と養育の具体的な知識・技術を伝達

していく。これによって、親自身が癒される

というわけである。

具体的な技術としては次のようなものがあ

る。

「自分（養育者）自身の愛着スタイルの

見直し」

「人生脚本」などをもとに、養育者自身の愛着

パターン、心の内にある人生や社会に対する

信条（インターナル・ワーキング・モデル）を

見つめ直す。親と子どもが同じ愛着パター

ンを示す割合は75％だという事実を提示す

ることは、親に自分の大切さの認識を促す

一方、これを示すと逃げる親もいるので、注

意を要する。

「問題が起きてから反応するのではなく、

問題を見越して行動するj

例えば破壊的な子どもがいる場合、子ども

がものを壊してから対処するのではなく、破

壊されそうなものをどこかへしまっておくと

か、壊れにくいものに置き換えておくなどの

工夫を事前にすることによって対処する。

81

r自分個人に向けられたこととして

受け取らない』

例えば、養育者である白分に対しては硬い

表情で目を合わせず、逆に日常接しないよう

な大人に対してにこやかで愛想がいい、とい

う里子がいる場合、それを直ちに、自分個

人の特性への反応とは考えない。というの

は、その子どもはもしかしたら、以前暮らし

ていた虐待的な原家族への防衛的反応とし

て身に着けていた対処のスタイルを、新しい

環境の中でも再演しているかもしれないか

らである。つまり、それこそが愛着障がいの

「症状」であると捉える。自分個人への反応

と捉えると腹立たしいことが、関係の再現や

「症状」と捉えると冷静に見ることが出来る場

合は多い。

「子どもに自分の反応をコントロール

されない」

大人に提示された安全な枠組みの中で達成

感や自信を積み重ねる経験に乏しい子ども

は、自分が周囲の状況をコントロールするこ

とで安心感を得ようとする。例えば、こちら

の怒りを誘発するような挑発的な言動は、そ

の一つと考えられる。子どもとのかかわりの

中で、怒りをはじめとしたさまざまな感情が

誘発される場合、まずは自分自身の感情状

態をモニターし、このような感情が引き出さ

れているのは、子どもが状況をコントロール

しようとしているからなのかもしれないと認

識することが、落ち着いた対処をする上で

しばしば有効である。

r選択」と「帰結」

これは、修復的愛着療法において子どもの

問題行動への対処を考える際、よく登場する
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考えである。罰やt；ヒ責は、①子どもの否定

的な自己意識を強化する、②かつての不健

全な人間関係を再現するおそれがある、③

復讐心を喚起する、などの理由で効果がな

いとされており、それに代わるものとして考

えられたものである。「選択」と「帰結」はしば

しばセットで用いられる。例えば、子どもが

パジャマをなかなか着替えない場合、叱責

や尻を叩くのは「罰」である。これに対し、

「帰結」は、「着替えず外出すると、周りから

変な目で見られる」「きちんと着替えて外出

すると、自信を持って外を歩ける」と、自分

のとった行動がもたらす必然的なことがらの

成り行きを提示するのである。そして、常に

それを「選択」（自己決定）させ、それに伴う

責任も学ばせるのである。怒りを伴わず、

一貫した、肯定的な帰結を提示することが大

切である。

rモテリング」

実際の養育では、子どもに対して口先だけ

でなく、養育者自身が効果的なコミュニケー

ション方法、ストレスへの対処方法、感情の

コントロール、問題解決の方策、自分および

他者への気遣い、などのモデル（見本）を示

す必要がある。そのためには、養育者に対

してセラピストがこれらのモデルを提示でき

なくてはならない。修復的愛着療法では、実

際に子どもと養育者との間に起こる日常の

「困りごと」を素材にし、どのようにするとよ

り良い解決がもたらされるか、より良い関係

が結べるか、セラピストによる実演がなされ、

ついで、養育者自身が練習し、日常に戻って

も持続する有効な関わりを身に付ける。こう

することが、たった2週間の治療でも、その

治療効果が持続する要因となっている。

これらの技術を用いつつ、子どもに対し愛情

と限界（何はして良くて何をしてはいけない

か）のバランスを提示していく（【コラム3］）。

【コラム3】

子どもが何かよくないことをしたとき、職員は話をしたり後処理に追われたり、その解決までいろいろ働

きますよね…でもその子はまたすぐに別の問題行動を起こして、職員はまたそれに対処する。こういう場

面、みなさんの周りで多くないですか？

子どもは養育者に、安全で大きな失敗や危険な目に合わない枠（行動範囲ややってよいこと悪いことの範

囲など）を示してもらい、その中で自己選択して行動し、達成感や自信を得ます。しかし安全な枠を提供

されなかった子どもは、他人を信頼してその人の言うとおりに行動することを怖がったり嫌がったりしま

す。だから自分で他人や環境をコントロールして安心しようとするのです。このような状態は養育者が子

どものコントロール下に置かれていると言えます。子どものやったことに養育者が振り回されるのでは

なく、養育者が安全な枠を提示し、子どもをその中で行動させることで、安全や安心感を与えてくれる人

との絆が結ばれていくのです。
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【愛着コミュニケーシaン釧練

（ACT；Attachment　Communicatjon　Training）】

夫婦間の葛藤に子どもが巻き込まれることで

虐待が起きてしまうような場合や、夫婦間の

断裂が子どもの間題行動を助長していると考

えられる場合は、夫婦間で愛着コミュニケーシ

ョン訓練（A㏄；Attaeiment　Cornmunication

T㎞g）がおこなわれる。

まず夫婦がそれぞれに椅子に座り、正面から

向き合うという態勢を取る。眼と眼を合わせ、

接触を保ち、互いに近い位置に身体を置く。

そして、あらかじめ決められたルールに基づき、

互いの気持ちを言葉にしていくという練習を

する。「何」を話すか以上に「どのように」話す

かが重視される。このように、身体の位置や

「どのように」話すかが重視されるのは、実際

のコミュニケーションにおいて言語が果たす役

割は10％程度であり、90％は非言語的な要素

であるとのデータがあるからである。
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A（汀におけるコミュニケーションのルールに

は次のようなものがある。

・ 相手を責めたり批判したりしない。

・ 意見が異なっても良いことには同意する。

・ 話の途中でさえぎらない。

・逃げ出さない。

・破壊的な感情抜きに話せなかったら、話

　し合いを後にすること、に同意する。

・ 互いに問題解決方法に詰まってしまった

　ら、助けを求めることに同意する。

・ 自分と相手に正直である。

・ 自分の考えと感情を分けて話す。

・ 具体的に、明確に、出来るだけ実際の例

　を挙げて話す。

・ 「私」（第一人称）で話を始める。

・ 手短に話す。

・ 自分の非言語的なメッセージに注意を払

　う。

・ 相手の立場に自分を置いて話を聴く。

養育者夫婦間がこれらのルールを守り、互

いに言いたいことが言え、聞き届けられて

いるか、セラピストは少し横からモニターし、

随時手助けをしていく。
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修復的愛着療法を体系的な治療プログラムとして

練り上げ、具現化したものが「2週間トリートメント

プログラム」である。現在、ATrlでは基本的にこ

のプログラムで治療がおこなわれている。

（1）来談の経路

　すべての申し込みはWebサイトを通じて行われ

　　る。Webサイトへのつながり方は様々である．．

　　たとえば、子どもの気がかりな点や問題行動を

　認めた近隣や学校関係者などが家族に対し、

地域のメンタルヘルスセンターに連絡を取るよ

う働きかけ、家族がメンタルヘルスセンターに

問い合わせをすれば、そこでメンタルヘルスセ

ンターは種々の情報を提供し、その中にATrI

に関する情報も含まれる。あるいは、メンタル

ヘルスセンターが紹介した地域のセラピストが

ATrlを紹介したり、すでに出回っているロコ

ミ情報を頼りに家族が直接ATrlのWebサイト

にアクセスすることもある。

〔直接Webサイト
を見て申込む

ATTI

■鋤㌘劉レス

問修

　地元
セラピスト

［対人サービス局に促され申込む（費用も対人サービス局から出る）］

（2）2週間の流れ

　現在、ATTIでは、1日に2ケース対応している、

　　・午前3時間（9：00～12：00）1ケース

　　・午後3時間（13：00～16：00）1ケース

　各ケース2週間集中〈（月）～（金）×2＞のプログ

ラムをおこなっている。すなわち、一つのケー

スに．対し、1日3時間×10日＝30時間費やすこと

になる．Jクライアントは近くにホテルを取り、そ

こからATrlに通うt｝

このプログラムに入る前に、．養育者は「子ども
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の徴候チェックリスト」「子どもの生育歴」「家族

歴」など（前述）を書き、事前にセラピストに送

付する。セラピストたちは、これら養育者から

の情報やソーシャルワーカーなどの情報をもと

に、セラピーの方針を立てる。

・初日、子どもは待合室で遊ぶだけであり、セ

　ラピストは主訴や問題にまつわる養育者夫

　婦の話を3時間かけて聴く。

・ 2日目、子どもはHTPや文章完成法などでア

　セスメントを受け、養育者夫婦は別室におい

　て別々に人生脚本を完成させ、その後それ

　をもとに、自らの子育てや自分自身の愛着

　スタイル、自分たち夫婦の関係パターンなど

　についてセラピストと話し合う。

・3日目以降、毎日、前日の子どもの様子や養

育者との葛藤の模様、それに対する対処方

法などを養育者から聞くことから始める。問

題により、その日の治療のポイントを決める。

ポイントの決め方や順序はケースによって異

なるが、大まかに言って、2週間のうち、前半

のかなりの時間は養育者自身の愛着関係の

見直し、パートナーシップの関係性の再構築

に費やされる。後半は、子どもを対象とした

ワークや現在の養育者との愛着関係の修

復・再構築がおこなわれる。その中で、先に

記した各種技法（「HNP」「インナーチャイル

　ド」「最初の1年のサイクル」など）が適宜用い

られる。

ATTI　2週間のプログラム

日 1 2
3　　　4　　　5 6　　7 8　　　9　　10　　11

12

子どもの 人生脚本

問題行動 を用いて、

や生育暦 子育てや

親または

養育者

などにつ

いて話し、

この2週
間の契約

を結ぷ

自分自身

の生い立

ち、夫婦

関係につ

いて話し

合う

3日目からは、前

日からの子どもの

様子や親との関わ

り方を見ながら、

その日ことに治療

休み

2日間の休み中にどう遇

こしたかを聞き、後半の

治療を進めていく

良かった

こと、学

んだこと

を確認し、

帰ってか

この日は HTP、文
の焦点を決めてい
く

らの計画

を立てる

遊んだり 章完成法

子ども 読書した などを使

りするだ つて内面

け を探る

（3）このプログラムの利点

　・集中した期聞をとることにより、変化がお

　　きやすくなる。

　・セラピー以外の他の場面との関連性が見え

　　やすく、問題を扱いやすい。

　・比較的余裕を持ってセッション内でワーク

　　をおこなえる。

　・一つのケースを多面的に理解できる。

（4）プログラム終了後のフォロー

　基本的に地元のセラピストへ紹介するcすでに

　地元のセラピストがいる場合は、e－mai1や手紙

　でフォローする。地域の支援を広げるのがねら

　いである。もとに戻ってしまうのは子どもよりも

　家族なので、家族関係をフォローする。多くは

　ないが、再びこのプログラムを受ける人もいる。
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以下に紹介するケースは、AコTIで実際におこなわれた治療である。私たち研修団員は、ビデオに記

録されたこのケースの解説を通じ、修復的愛着療法の実際を学んだ。要所要所でビデオがストップさ

れ、テリー氏やマイク氏の解説が挿入された。また、「このような介入にはどのような意味があると思う

か」、「このようなセラピストの介入に対し、子どもはどんな反応をすると思うか」などの質問が投げか

けられ、団員は各自それに対して答えるために頭をひねった。これ以外にもいくつかのケースが解説

されたが、このケースに一番多くの時問が割かれ、また、治療のはじめから終わりまでの流れが網羅

されているので、ここでもこのケースをもとにしながら修復的愛着療法の実際を紹介する。プライパシ

ー 保護のため、事例の本質に関わらない部分は、若干の脚色を加えてある。

【ケース概要】

　マギー（以下M）（治療当eelO歳）は、5歳まで実父母に育てられていた。両親は、　Mが5歳になるまで麻薬

　を売り買いした生活をしており、Mに対して性虐待、身体的虐待、ネグレクトをしていた。ネグレクトはは

　なはだしく、家には食糧がほとんどない状態であったt：また、Mは両親から他人との性交渉を強制され

　ていた。両親はその行為をビデオで撮影してネット上に公開し、その売り上げで麻薬を買っていた。母

　は、本児の前で大量に薬を服薬し、自殺未遂を繰り返していた。

　Mは、5歳で自殺未遂をする。また、近所の子ども達に性的いたずらをし、人前でマスターべ一ションもし

　ていた。夜は、悪夢を見て夜驚で目を覚まし、ぐっすり眠ったことがないtt他の子どもや動物には残虐

　であった。また、嘘をつき物を盗んだ。学校では、頭は良いものの反抗的で、落ち着いてじっと席に座

　っているということがなかった。学校から「来ないで欲しい」といわれ、何度も転校しているJ

　両親が麻薬で警察につかまり、Mは保護局に保護されたことで、現在Mは、母方祖父母に育てられている、

　しかし、Mに問題行動が多く、地域のセラピストも手に負えないため、セラピストと祖父母がMの治療の

　ために愛着治療所へ来所することになった。

o
℃
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【治療1日目：治療の目標設定と契約の日】

　祖父母は、申し込み書とともに事前に送った徴候リストをセラピストと見直し、Mの生い立ち、虐待の事

　実、祖父母との日常の関わりなどを話し、治療に何を期待するかを述べ、セラピストチーム（男性セラピス

　ト2名・女性セラピスト1名）と契約を結ぶ。

セラピストの働きかけ Mの反応

Mは自分の問題で治療に来たこ

とを理解しているので、「治って

やるもんか」というような拒否的

態度で治療所に入ってくる。

，・・←・’ ．．．■治療チームのひとりが、Mに別 別室で遊ぶように言われ、肩透

室で遊んでいるようにと指示す かしを受ける。

る。

ポイント

Mの部屋には、ビデオが設置さ

れているため部屋の様子がわか

る。Mには、ビデオの設置につ

いて説明する。

初日に子どもをひとりにするのは

この「肩透かし」が狙い。Mが早く

治療を受けたいと思わせるため。

Mが別室で遊んでいる間に、セラピストは祖父母のカウンセリングを始める。

セラピストの働きかけ

祖父母が向き合って話ができる

ように指示する。（「ACT：愛着コ

ミュニケーション訓練」⇒P83）

祖父母の気持ちを反復し、より

明確になるようにする。

祖父Nの反応

祖父は、祖母と目を合わさずに

会話をする。祖母が祖父を覗き

込むように目を合わそうとする

と、祖父は体をそらす。

祖母は、Mに「しつけをしたい」

と話し、祖父は、しつけよりMと

遊ぶことを優先したいと話す。

祖父は、祖母と相談をしてMの

子育てのルールを決めていた

が、祖父がいない間（仕事のた

め外国に頻繁に出張）、そのル

ールが守られず祖母に勝手に変

えられてしまうことが嫌なので、

家に帰るのも嫌だと話す。

ポイント

愛着を深めるには、昼を合わせる、

近い距離で接触する、など形か

ら入るのが有効。互いの身体の

動きはそれぞれの気持ちや関係

性を雄弁に物語る。言葉で嘘は

つけても身体は嘘をつけない。

祖父母同士が意思の相違で言い

争っていたため、Mはこのズレ

につけこみ、両方を操ることが

できていた。

この日のセラピー終了後、ホテルに戻ってから祖父は、祖母に正直に話をする。家に帰りたくない本当の理由

は、外国に妻子がいてそちらの妻子といるほうが幸せだからと話す』祖母は、その話を聞いて祖父を追い出す3

治療2日目からは、祖父が不在で治療を行う。互いに正直に話すことを促進した治療的介入の副作用である。
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【治療2日目：アセスメントの日】

　MにHTP（家・木・人）、文章完成法（⇒P76）に取り組んでもらう。一方、祖母はセラピストとともに人生脚

　本（⇒P117～Pt20）を作る。その中からMの生い立ちの情報を得る。

セラピストの働きかけ Mの反応

セラピストがMに木を書くように 木を描いたが、Mの描く木には

指示する。 洞が描かれていた。

■’・．・．・〉 ・．・．・．．・・

文章完了法を書くように指示す 「父は…」の後には、「弱虫だけ

る。 ど私をいじめた」と書く。「私の

一
番の心配は…」の後には、「父

に連れて行かれる」と書く。

ポイント

性虐待を受けた子どもは、木に

洞を書くことが多い。

Mの不安と父への怒りの表れ。

【治療3日目：Mとの契約と養育的抱擁の過程】

　Mは、何のために治療を受けるのか、この先どうなりたいのかを話し、契約を結ぷ。また、治療を進める

　ためのセラピーのルールを約束させる。

　治療チームが、Mに治療の準備ができたと判断すると「養育的抱擁過程」（⇒P78）をはじめる。

セラピストの働きかけ

Mが一人でいる間、セラピストと

祖母が話をしていたがなぜだと

思うかMに聞く。

「M、あなたにはどんな助けが必

要？」

Mの認識に大仰に驚いてみせる。

「あなたの今までの行動は、どう

だった？」

Mにセラピーの7つルールを伝え

る。

①「わからない」と答えない。ど

　うしてもわからない時は、なん

　でもいいから話す。または、

　わからないから助けてほしい

　という。

Mの反応

怖がりながら、「おばあちゃんは、

助けが必要だから。」と答える。

「私を追い出すために、助けが

必要。」

「よくない。」

ポイント

Mは誰とも目が合っていない。

これから何が起こるか怖れてい

る証拠。

「祖母は自分を追い出したい」と

の認識。

①自分の行動が悪い。

②祖母が助かることで、自分が

　助かる。

自分の行動は悪いと認めている

のは治療上良いサイン。改善を

ともに目指せるから。

①「分からない」はそれ以上の会

　話やコミュニケーションをスト

　ップさせてしまうから。

②アイコンタクトは、コミュニケー

　ションの基礎であり、いろいろ

　なものが伝わりやすいから。

　形から入るのが大切。
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②目をあわせて話す。

③正直に話す。

④身体で表現せず、言葉であら

わす。

⑤あなたの方が一生懸命になる。

⑥答えは早く

⑦セラピストは、あなたの安全を

守る

・，”．．．．．．・．．・・．令． ・・．．．．■，一◆⇒●ヂウ，．
「どう、できる？」 「いいわ。」と素直にいう。

　　　　　　　　　　　　　〒③嘘は結局子どもを助けないから。

⑤セラピストが犯しやすい2つの誤

　りに、子どもよりしゃべりすぎる

　こと、子どもに解決法を与えす．

　ぎることがある。問題解決の主

　体は子どもであることの強調。

Mの同意があったので養育的抱

擁をはじめる。

セラピーのルールは、治療の中でおきてくる予測できない状況、混乱への予防である。なお、子どもは、必

ずルールを破る。そのときは、セラピストからルールをいうのではなく、「何をするのだった？」とMに答えさ

せる。これには二つの意味がある。一つは、その問いかけで考えることによってMが頭（前頭葉）を働かせる

こと。もう一つは、Mが自分自身で行動すること。セラピストがMにコントロールされないことが大切である。

子どもにコントロールされる大人は、子どもに決して信頼されない、との考えにもとついている。

セラピストの働きかけ

養育的抱擁を行うため優しい声

でゆっくりとMを誘導する。

女性セラピストが治療室のソファ

に座り、Mに自分の膝に横たわ

り、ソファのひじに置いた枕に

頭を乗せるように誘導する。Mの

右手は女性セラピストの背中に回

すように、もう一方の手はMのお

なかの上に置くように指示する。

女性セラピストは、Mの目を見て

微笑み、やさしく触れる。男性

セラピストは、ソファーのそばに

座っている。

男性セラピストがMに、「なぜ、

やりたくないことがあると悪い行

動を選ぶの？」と聞く。

Mの反応

Mは、言われたとおり横たわり

セラピストの目をみる。

Mは、リラックスしはじめるe

Mは、困ってしまう。

女性セラピストとの目を合わさ

ず、顔を背けてしまう。

ポイント

養育的抱擁は、赤ちゃんの格好

で子どもが傷つきやすく依存的

になる。また、強制はせずいつ

でもMが立ってでていける状況

を作る。

愛着のひきがねとして、「抱擁・

触れる・笑顔」がある。Mは自分

をさらけ出す姿勢を取れている。

セラピストたちの中で安心してい

ることが伺われる。子どもは誰

しも、心の中では愛されたいと

願っているe

セラピストは常に「子どもが選ん

で＊＊している」と解釈する。

「悪い子」という自分のイメージ

を変え、「選んで＊＊している」

という、行為の主体としての力
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答えられないMに対しセラピスト

がいい方法を教えようかと聞く。

Mが顔を背けてしまったので3人

のセラピストは、Mの目の前で「M

にとって助けを求めることは困難

だ。」と口々に話、Mの気持ちを代

弁する。

女性セラピストがMにどんな虐

待を受けてきたか覚えているか

聞く。

セラピストは、Mに助けが必要で

なければ、出て行くと告げセラ

ピスト達は退室する。

10分してからセラピスト達が入

室。

男性セラピストが「どう、決め

た？どう決めてもいいよ。」とM

に聞く。

私たちのやることに協力する？

お父さんからどんな虐待を受け

たか聞く。

女性セラピストは、とても辛かっ

たのねと優しく話しかける。

Mは、「いいよ。」と笑って答える。

Mは、助けを求めることを拒む。

髪の毛をいじり始める。

女性セラピストの腕の中に顔を

うずめる。

Mは、困ってしまう。

室内にあるビデオカメラを気にし

始める。

Mは、「多分、私は助けが必要な

んでしよ。」

「はい。」

Mは女性セラピストの目を見て、

「お父さんは、私をぶった。私を

麻薬の道具に使った。」と話し、

泣き出す。

Mは、辛かったと泣きながら女

性セラピストに抱きつく。

を認識させる。（「被害者モード」

から「生存者モード」への認知再

構成（⇒P78））

Mの笑いでその場が和む。Mは

理解力があり、ユーモアを持って

いることがわかる。また、Mのユ

ー モアは柔軟性にもつながる。

髪いじりは、父の話をするときM

がする仕草。（不安感の表れ）

Mにとってセラピストの腕の申

が、安全な洞窟となる。度重な

ると良くない。

Mを一人にさせ、考える時間を

与える。治療には、M自身が助

けを求める、という手続きが不

可欠。

時間の与え方が大切。長すぎず

短すぎず。

セラピストのスタンスは、「助けが

必要なら、ここにいるよ。」

Mと治療の契約を結ぶことがで

きた。

中断したところからはじまる。

癒しのプロセスの第一段階。「再

訪」（⇒P77）

90



女性セラピストは、Mに赤ちゃん　「ミルク。」

に必要なものはと聞くe

「ミルクは、誰から来るの？」

Mと会話を交わしながら赤ちゃ

んが満足感や安心感を持ち、母

親に信頼までの過程をノートに

書いて説明する。

（「最初の1年の愛着サイクル」⇒

P79）

「お母さん？嫌。」

Mは、懸命に聞いているが、次

第におどけ始める。

「Mが助けて欲しいとき、お母さ　「お母さんは、ベットで寝てい

んはどこにいた？」　　　　　　　た。」（Mの言葉に感情が感じら

　　　　　　　　　　　　　　れない。）

母への嫌悪感の表れ。

「一般化」という技法。「一般の赤

ちゃんは、このようにして守られる。

そうでなかったら、誰でも人を

信用できなくなる。私でもそうだ

ろう。」「Mが悪いわけではない」

とすることで本人の重荷が減る。

感情が感じられないのは、あま

りに辛い経験をしたためと考え

られる。こういったこともアセス

メントの素材になる。（防衛本能

の表れ）

【治療4日目：養育的抱擁過程の続行】

　女性セラピストに抱かれながら、昨日の治療の見直しをする。傷ついた頃の自分を象徴する熊のぬい

　ぐるみを使って、傷ついた自分を癒す。

セラピストの働きかけ Mの反応

「1日目に学んだことは？」 「父の虐待は、自分の責任じゃな

い。」とセラピストの目を見て答え

る。

一 ●●可．

「今までは、自分の責任だと思っ 「うん。」と辛そうな表情を浮かべ

ていたの？そのときの気持ち る。

は？」 「自分は、紙くずでゴミ箱に捨て

られたと思った。」

・．，〉・◆・・・…

「捨てられてもいいと思っていた 「うん。」

の？」

声．．．．．．・■・

．・．“．参・参．■
「でも、そうじゃないと安心した？」 「うん。」

．つつ・．…吟・■
「じゃ、あなたは何なの？」 「ひまわりの摘まれていない種。

おばあちゃんが拾って植えてく

れる。」

吟．・． ．．．．’・・．

ボイシト

癒しのプロセスの第二段階であ

る「修正」（⇒P78）

メタファー（比喩）による表現が

できる。知的レベルの高さの表

れ。（知的能力のアセスメント）

ひまわりの種を育てるという表

現には希望があることがわかる。
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「これは、小さいM」といってぬ ぬいぐるみをもてあそぶ

いぐるみを手渡す。（「インナー・

チャイルド」⇒P80）

…．「Mがおなかの中にいる時から、 表情をしかめて、親指を下にし

お父さんはお母さんをぶってい て腹立たしい気持ちと怒りを表

た。そのときの赤ちゃんだった す。

Mの気持ちは？」

・・…●←・・．・ ．・ ．・，

「昔を思い出すことは、とても辛 考えてから、「できるけどとても

いよね。でも、Mを傷つけるの 辛い」という。

ではない。辛いだろうけど、逃

げたり隠れたりしないで。でも、

無理にとはいわないよ。」

… ， ・・…．．．◆．’．一・．．・ウ・．・・…．．・．．・・…A・・…．

辛い理由を聞く。 セラピスト（大人）が、性虐待を

するのではないかと怯え、目を

押さえる。

．．，〉“つ，．．，，● ．．．…．◆．’．◆・．・・．．．・．・参．・．．参．．．．．・

「隠れないでひとりひとりの目を セラピスト3人目を合わせる。セ

見て、どうなのか聞いてごらん。」 ラピストたちに「絶対にしない」

と答えられ安心する。

もてあそぶ行為は、幼い頃の自

分への嫌悪感の表れe

M自身が自分を癒すメンバーに

なっていく。

Mは不安な気持ちを表す。

目を押さえることは、恐怖と恥へ

の表れ。

セラピストの息のあったチームワ

ー クが重要とされる。

【治療5日目：反動】

　Mは、治療を拒否し、裸足のまま建物を飛び出し走り回る。治療中、ビデオカメラを見て性虐待を受け

　ていた頃、ビデオカメラで撮影されたことを思い出し、フラッシュバックを起こしてしまう。この日は、治療

　を中止する。祖母は、（土）（日）をどうするか、セラピストと話し合うe

【休目2日剛

　Mは、遊園地に行く約束をしていたが、昨日の出来事があったため、エバグリーン市内で祖母と2人で過

　ごす。これは自分が起こした行動に対しての「帰結」を提示する（⇒P81）、という意味がある。

　　　　　　　　ぺ、
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【治療6日目：週末に起こったこととの見直しと治療の続行】

　週末の反動的行動を見直す。愛着を感じ始めた時期であるため、養育的抱擁を女性セラピストから祖母

　に代えて治療する。

セラピストの働きかけ Mの反応

抱擁を女性セラピストから祖母

に交代し、治療を始める。

反発行動を起こし治療を中止に

なったことについて聞く。

「なぜ、飛び出したの？」 Mがセックスをさせられていると

ころを両親がビデオカメラで撮

影していたことを思い出したか

らと話す。

　　　　　」←・．・　　〔”◆「遊園地には、行きたくなかった 「遊園地は、行きたくなかったか

の？」 らいい。」

　■・’←・．…．．・．←…．．．．．・．．．．．

「そのやり方は、今までのやり方※。 「遊園地には、行きたかったけど

新しいやり方※で正直に話して 理由があったから行けなくても

ごらん。」 仕方がない。」

「正直に話してどんな気持ち？」 「幸せな気持ち。」

ポイント

Mは、目を合わして正直に話す

ことができている。「秘密」が共

有される。

自分の気持ちを正直に言えた。

※今までのやり方…本当は望んでいるものを、「望んでなどいない」とごまかすこと。

※新しいやり方…自分の望みを認め、言葉で表現すること。

【治療7日目：治療の続行1

　昨日の治療の見直しと、ぬいぐるみを使って幼い頃の自分を癒す。ロールプレイで両親への思いをぶつける。

セラピストの働きかけ Mの反応

「昨日は、どうだった？」 「秘密を話せてすっきりした。」

■●●．…「今日の朝は？」 「初めてぐっすり朝まで眠れ

た。」「おなかが痛くて来たくなか

った。」

・’・…．．．．．． ．．．．
「理由をつけて本当のことを言 「本当は、恐くて来るのが嫌だっ

わないのは、昔のやり方。新し た。」と言い、泣きながら祖母に

いやり方で話して。」 抱きつく。

　　　　　　　　・・●■●．．◆・・．・．

「幼い自分は、好きではないの？」 「うん。」

ポイント

治療で過去に向き合うのはつらい

体験でもあることを、逃げ出してし

まうなどの行動でなく、言葉で説

明できている（新しいやり方）。
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「どうして？」

「幼い頃の話をして、幼い頃の自

分はどんな気持ち？」

「どうしたら、幼い頃の自分が悪

くなかったと思えるかな？」

実習生が実母の役になって、M

と対面する。

（「心理劇による再演」⇒P80）

男性セラピストが実父になって、

Mと対面する。

（「心理劇による再演」⇒P80）

「恥ずかしいことがいろいろあっ

たから。」と言って、自分とぬい

ぐるみの目を隠す。「助けて。」と

言って、祖母の目を見る。

「気持ちが軽くなった。」

ぬいぐるみの口に耳をあて答え

る。「気が狂っているのは、お父

さんとお母さんで私じゃない。

汚れているのも私じゃない。お

父さんとお母さんの方。あなた

が恥ずかしく感じなくいい。」と

ぬいぐるみに言う。

これで幸せと言って、ぬいぐる

みを抱きしめる。

「あんたは、何もしてくれなかっ

た。あんたは、うそつきだ。何も

してくれなかった。私を産んだ

責任があるのに、私はあんたを

憎んでいる。」と実母役の実習生

に怒鳴るe

「おばあちゃんが、守ってくれる

から大丈夫。おまえなんか、あ

っちに行け、憎んでいる、もう、

ぶたれない。」と言って、ぬいぐ

るみを守り、祖母にしがみつく。

「出て行け」と言って、父を追い

出す。

祖母への信頼が認められる。

自己愛、自己肯定感の高まり。

自分を受け入れようとする表れ。

（「インナー・チャイルド」⇒P80）

（「修正」⇒Pア8）

気持ちが高揚したときが、愛着

を築く絶好の機会である。

怒りを表出することで、被害者

から生存者に生まれ変わる。憎

ませるのが目的ではない。相手

を赦すという部分がないと、トラ

ウマ治療の予後は良くなt㌔赦

すためには怒りを出すことが必

要。また、閉じ込めた怒りは、

やがて外へ向かえば爆発して他

者を傷つけ、内へ向かえば自傷

や抑うつ的になる。これを防ぐ

意味もあるe
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【治療8日目：祖母のトラウマ治療】

　この日は、Mの治療はなく、祖母のトラウマ治療が行われた。祖母は、親業の技術のなさ、娘に対する辛

　さ、夫への怒り、孫に対する罪の意識を抱えている。

セラピストの働きかけ 祖母の反応

養育的抱擁を地域のセラピスト

が行う。

「どうして、目を合わさないの？」 「自分の心の痛みや恥を誰にも

知られたくないから。」

．

・．．．．
「なぜ？」 「弱みを握られるから。弱くなり

たくない。」

．

「彼（夫）に、言いたいことは？」 「自分じゃなく、彼が悪い。出て

（「心理劇による再演」⇒P80） 行って。」と強い口調ではっきり

言う。

．．．・．・．．・⇒・A’．・．．．．．・…◆◆・・・…←・・．←●㊨・

㊨◆◆・…●■・づ
「どんな気持ち？」 「とても、いい気持ち。」

ポイント

感情を出し、過去を清算して、

はじめて癒しの親になることが

できる。

自信を回復していく。

【治療9日目：Mのトラウマ治療】

　ロールプレイで魔法の杖を使って、セラピストがいい両親に変身して登場する。Mのトラウマを解消する

　ために両親を許す作業を行う。

セラピストの働きかけ

「10分間、この魔法の杖を使って

良い両親に変身するから、本当

のことを話して。」（「心理劇」）

母（実習生）は、Mに「全部、私

が悪いのよ。あなたは、悪くな

いわ。お母さんを許してくれる？」

「どうして？」

「お母さんにどうしてほしい？」

「お母さんを愛している？」

Mの反応

「許せると思う。」

「いつか許せる時が来ると思う

から。だから、許してあげる。」

「健康になってほしい。それは、

お母さんにしかできないこと。」

「うん。」

U
母”（実習生）と抱き合う。

ポイント

赦すことの大切さ。癒しのプロ

セスの最後の段階である「再活

性｛ヒ」（⇒P77）。

心の片隅に憎しみだけでなく、

母に対する愛情を残しておく。
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父（男性セラピスト）は、「本当に Mは、祖母にしがみつき

悪いことをした。Mは悪くない。 「あんたなんか大嫌い。」

全部、自分が悪い。自分も子ど 「でも、あんたを憎んでいるけど

もの頃に親からひどいめにあっ 愛するわ。」

たから、こうするしかできなかっ

たんだ。」と話す。

　　　　　　　　　　　　　il
しかしそれは．今、育ててくれ
　　　　　　　　　　　　　　｜
ている祖母に対する気兼ねを生

むものでもある。母と抱き合う

とき、Mは祖母に許可を貰って

から抱き合う（子どもは、養育者

に忠実である。「忠実さの葛藤」

の表れ。）

Mにとって祖母のは安全な基地

となる。

「再活性化」（⇒P77）

【治療10日目：家に戻る準備の目】

　10日目の終わりの日に、良かったことや学んだことを復習し、まだ学び足りなかったこと、家に帰ってか

　らの不安などをセラビストチームと話し合い、帰ってからの計画を立てる。子どもからは、自分がどのよ

　うに変わったか、何を学んだか自己評価してもらう。また、子どもが思春期、成年期に入る節目ごとに、

　新しい問題が出てくることが想定されるので、その時期にまた1週間程度愛着治療センターに来ることを

　勧める。

【まとめ】

　Mは治療後、性的いたずらが消失し、うつ症状もなくなり悪夢で夜申に目が覚めることもなくなった。学

　校では、勉強がよくでき、成績が上がるなど目を見張る成長を遂げた。人の脳は、死ぬまで成長し続け、

　新しいことを学び、変化することができる。Mは、この治療で古いやり方を捨て、新しいやり方を学んだ

　ことで過去の出来事をバネにし、希望に繋げることができた。この先、Mに危機が訪れても、安全な基地

　である祖母のもとで危機をチャンスに変える力を持ち続けてくれることが予想される．

　私たち研修団員は、Mの治療を通じて、今後、私たちが携わるすべての子どもにも変わる力と可能性が

　あることを再確認し、危機がチャンスになるという希望を実感することができた。
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「

　一一工一　一

ATIIIで治療がおこなわれた50人の了ども（50家

族）について、次のような謂査結果がtlGている、

（1）クライアントの背景

　養子縁組家庭が84％を占めている，このうち、

　両親と人種や民族が違う子どもは46％である＝

　また、既にいるきょうだいの・員として養i一縁

　組された子どもは45％いる．．養子縁組前に　・

　つ以上の里親養育を経験している子どもは

　72％いた＝

　養．了縁組する以前の4年ほどの聞に、長期にわ

　たる予ひどい虐待（身体的、性的、心理的）を

　受けた経験のある子どもは、90％に上った、こ

　のうち、生みの親の意思に反し保護された1「一

　は56％おり、外国の孤児院で過ごしたことのあ

　る子は34％いた，虐待経験のある子どもの

　92％は反応性愛着障がいの診断がつき、さらに

　そのうち76％は他の診断（反抗挑戦性障がい、

　注意欠陥多動性障がい、心的外傷後ストレス障

　がい、うつ病）も1司時についた

・ ATrlにおける治療中に他の精神科的治療を

受けないこと

・ 安定した愛着関係の歴史を持つ養母をもつ

こと．

Ar「1のセラピストであるテリー氏は．子どもの

愛着のタイプによっても治療のしやすさ、しに

くさがあるという、「不安定・回避型」「不安定・

両極型」は不安定なりにも一・貰した愛着のスタ

イルがあるので、比較的治療はしやすいが、こ

れに対し、「無秩序・無方向型」は子どもの中に

一 定の行動パターンがなく、何をするか分から

ないので、一番治療が難しいという，しかし、

このタイプの愛着障がいをもつ子どもは、大人

になると反社会性人格障がい、精神病質人格

障がいになっていくおそれがあるので、治療に

努力しなければならない、とのことであった

（2）治療の効果

　治療の前と｛Yxとで、6分野における「徴候チェ

　ックリス1・」（⇒Pl15～116）における点数を比

　較したところ、治療終r後3年の時点で、6分野

　すべてにおいて、症状（問題行動｝が減ってい

　た．改善は持続することが分かった

　子どもに次のような特徴がある場合、より改善

　しやすいことが分かった・

・ 里親てiを転々とした経験が少ないこと

・ 治療前の診断名の数が少ないこと．

・既にいるきょうだいの一・員として養子縁組さ

れていないこと
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私たち研修団がおもに研修をおこなった部屋

は、4つあるAT’llの面接室のうちの一つであっ

た。実際に修復的愛着療法がおこなわれる一

室であり、後に実際の治療記録をビデオで見

せていただいたわけだが、私たちが身を置い

ているその部屋が、まさに今ビデオの中に現

れていた、加えて、ビデオの中に登場していた

クライアント家族も、私たちが滞在していたホ

テルに宿を取り、2週間通っていたという。もし

かすると、私たちの誰かはその家族と同じ部

屋だったかもしれないe

これは一見些細なことのようでいて、しかし意

昧深いことのように思う。私たちは、今回の研

修において、擬似的なクライエント体験、被治

療体験を通して、修復的愛着療法を単に知識

としてではなく、体験として学んだと思われる

からである。上に述べた外形的な事実も、そこ

に一役買っている。

私たちの研修は、メンバー全員の自己紹介か

ら始まった4自己紹介といっても、数十秒で終

わるようなものではない。私たちがテリー氏に

尋ねられたのは、5日間を通して何を学びたい

と思っているか、それはどのような問題意識か

らなのか、ということである、、テリー氏やマイク

氏の質問への返答を試みるうちに、メンバーの

中の目的意識がより詳細かつ明確なものにな

っていった。テリー氏やマイク氏は、私たちの

話の一端から連想を膨らませ、即興のレクチャ

ー を随所に盛り込んでくださった。メンバーか

らの質問に対して、即座にメンバーとの間にロ

ー ルプレイをおこなってくださったりもした．メ

ンバー全員が一巡したのは午後の半ばの時間

を迎える頃だった。5時間以上も「自己紹介」に

費やしたことになる。
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以上のような導入には少なくとも5つの意昧が

あったと思う。つまり、

①メンバー個々人が一人ひとり尊重され、丁寧

　に扱われるという経験をしたこと

②自身の問題意識、課題意識がより明確にな

　り、自分の研修として取り組むという意識が

　高められたこと

③自分のニーズに即した誠実なレクチャーやロ

　ールプレイが即興で挿入されるため、ニーズ

　に「応えてもらえる」という感触を得られたこ

　と

④それは講師としてのテリー氏やマイク氏に対

　する信頼感につながったこと

⑤一方で、「～はなぜだと思う？」「～について

　はどう考えるか」など、私たち自身に考えさ

　せる質問が随所にちりばめられ、考えるのは

　あくまで私たちである、というメッセージにな

　ったこと

である。これは修復的愛着療法が技法として

取り出している、「契約」「最初の1年のサイクル」

のねらいと相似形をなしているといえるcまた、

一 日の研修の初めには、前日の夜はどのように

過ごしたか、前日までの研修における感想や疑

問はあるか、などを尋ねることから始めてくだ

さった。これも、2週囹集中プログラムにおい

て、前日の様子やそこでのクライアントの気が

かりを素材として取り上げ、その日の治療を開

始する手法と通じるものがあるように思う。

「今」まさに切実なニーズとなっていることは何

か。これに応えていくことが信頼関係を作る王

道であり、治療的なのだということなのであろ

う，一一事が万事、全体を通してこのようなやり



方を基調として研修が進んでいった。

実際の治療の解説ではビデオが使用され、強

烈な虐待を受けた子どもが治療を進めるうち

に養育者によって助けられ、また養育者も子ど

もによって救われていくさまが鮮やかに示され

た。まるで悪魔のような子どもが天使に変わっ

ていく過程を見たようであった。治療中で、テ

リー氏は子どもに言う。「この治療では、一番

働かなくちゃいけないのは、あなただよ。」これ

は、私たちが自己紹介のときに学んだ、考える

のは自分であるということである。

また、実際の技法である、「HNP」や「インナー

チャイルド」の実習では、自らが実際に体験す

る中で、自分自身のパーソナルな課題や気づ

きに向かい合い、胸の奥にしまいこんでいた

思いが潜在意識の中で眼を覚まし、感情があ

ふれて涙を流す団員もいた。演習の最後に、

テリー氏は私たちに向け、「涙を流すことは健

康なことで、癒しの一歩です。そして、正直に

話すことは弱さではなく、皆さんの強みです。

本当の強さは回避することではなく、すべてに

対してまっすぐに見ること。それが、強さと勇

気です。」と希望の言葉をプレゼントしてくれた。

「癒しの親になるには、自らを知り、自分自身

が癒されなければならない」という、「癒しの親

業（Heali皿g　Parents）」の原理を体験的に学習

したように思う。デリケートな部分に触れてい

くことにはいかにエネルギーが要るかも体験的

に理解できた。

研修の最後は、「最初の目標に照らして、それ

はどのくらい達成できたか？」「今後はそれを

どのように生かしていきたいか？」を一人ひと

りに確認することであった。それに対し、テリ

ー 氏、マイク氏が一人ひとりに丁寧なコメント

を下さった。ここにも最終日の午後3時間ほど

がたっぷりと費やされた。これも、契約の達成

状況をクライエントと確認し、治療終了後の日

常生活へと繋いでいく治療のあり方とパラレル

になっている。治療時間そのものは大切であ

るが、治療後の日常生活をどう生きるかがより

大切である。同じように、研修期間そのものも

大切であるが、研修後の日常業務でそれをどう

生かすかがより大切である。そのための課題

と希望を確認することで、私たちの研修は締

めくくられた。

＊　　宋　米
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ATrIの修復的愛着療法は、ベテランのセラピ

ストが年季をかけて練り上げた整った体系で

あり、3人のセラピストのたぐい稀なチームワー

クを抜きに考えることはできない。5日間の短

い研修では体得できるわけもない。安易な切

り貼り的導入には慎重でありたい。生兵法は

怪我のもとである。しかもこの場合、怪我をす

るのはクライアント（子どもと家族）である、こ

うした本格的な治療をきちんと実施できる機関

をつくる、という方向の努力がまず必要だろう。

ATrIでは、あくまで家族療法の立場から修復

的愛着療法を作り上げている。セラピストたち

も「子どもといい関係を作ろうという気持ちが

なければこの治療はできない」「養育者夫婦が

両方揃わなければ依頼を受けない」といって

いたt子どもをめぐる問題に、まず「悩み」、

「問題意識を持ち」、「二週間というまとまった

時間を空け」、「120万円以上費やす」という高

い意欲をもつ養育者の存在が前提になる。「外

来」という治療機関の性質がここでは大きく作

用している。

一方、私たち研修団のメンバーが勤務している

場所は、多くは「措置入所」の機関である。概

して児童の親たちにはセラピーの前提となる、

これまでの関係を修復しようという、そこまで

の意欲がない。精神障がいや薬物嗜癖をもっ

ていたり、服役中であったりすることもある。

その中でも、いかに両親を子育てのメンバーと

して組み入れていくかが課題になる。この課題

を今後も考えていく必要がある。

しかし、今後の活動の中で学ぶべき点は数々

あった。今回の研修の中で特に直接的に役立

つのは、「癒しの親業」、いわゆる愛着障がい

をもつ子どもに対する養育技術に関してである
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と感じている。中でも、「子どもとのかかわり

の中で起こってくる現象をどうとらえるか」にお

いて役立つ部分が多いと思われた。例えば、

メンバーにとって新鮮な驚きだったのは、子ど

もの問題行動を正そうと良かれと思ってやっ

きになっていたことが、実は「子どもにコントロ

ー ルされ、子どもより多く働いてしまっている」

という視点であった。このような「読み替え」

は、子どもに日々直接接する者として非常に有

益である。また、「優しい身体接触」「子どもが

興奮しているときはそれが静まるまで静かに待

って、それから話をする」「大きな声でしかるこ

とで、かえって反発になることがある」「目線を

あわすことが大切」「子どもにとっては枠が重

要」など、現場で感じていること、考えている

こと、既にやってきたことについて、「緊張ホル

モンの分泌と抑制」「愛着形成過程の脳の状態」

など、科学的な裏付けや仕組みを知ることが

できたことにより、その大切さを改めて確認で

きた。脳科学の知識は今後必須となるであろ

う。

また、アセスメントについていえば、アセスメン

トツール（各種の心理テストなど）自体は日本に

もすでに存在している。しかし、それが有効に

活用されているかとなると、課題がある。実施

した機関と子どもを養育・治療する機関が有

機的につながっておらず、子どもを養育・治療

する機関は短いテスト結果のみを知らされるば

かりとなっていることが多い。もっと細かな内

容まで知り、具体的な日々のケアに生かす工

夫が求められてくる。



このAT’llのあるエバグリーンは、365日中、300

日は雨が降らない。真青な大空の下、ロッキー

山脈に抱かれた目の前の湖では、時折老人が

釣りを楽しむ。そのような大自然に囲まれたこ

の場所で研修を体験できたことは、私たちにと

って安全であり、癒しであった。

アメリカのことわざに、「魚を釣ってあげると’

食分の幸せがある。釣り方を教えると一・生涯

の幸せにつながる」というものがある、．子ども

が困難な問題にぶち当たっても、自分自身を

癒し、自分で解決する力を身につけ、精神的

な弾力性を持って生きていくため、私たちは

fどもが生まれもっている生きる力を信じ、安

全な癒しの場を持って、日々の営みの中で共感

と信頼を深め続けていきたい＝

〔参考文献〕
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第5章
提言日本の児童福祉が目指すべき道

東京福祉大学名誉教授　社会福祉学博上
クロスロー1 ご・フォー・ソーシャルワーク社所長

　　　　　　ヘネシー・澄子

　　　　　　　（コロラド州在∫主）

アメリカやヨーロ・ノハ先進国のいずれを見ても児竜

を施設で団体養護する国は極めて少数派である

1990年度に進歩した脳の研究から、保護者との相

関関係で胎児期から3歳までの児童の脳は爆発的に

発達するのだということが分かってきた．このため

保護者との1対1の愛着関係が欠かせず、欧米では

実親が育てられない乳幼児は里親委託されるのが

常識となっている　脳にはその部分が一・番発達す

る期間（臨界期または感受1旬）があり、感情や情緒

を司るk脳辺縁系は0歳から6歳まで保護者との愛

情豊かなやり取りで発達を遂げるので、アメリカの

児童福祉機関がこの年頃の被1菖待児の「永統関係

作り」に専念し、実親が立ち［白：れないと判断したら

いち早く親権を剥奪し、養子縁組を成立させようと

急ぐのも理解できる　また成熟した思考や判断を可

能にする大脳の前頭葉が充分発達を遂げるのが女

性で20歳、男性で22歳といわれているので、アメリ

カ連邦政府は1999「トに巾親宅から独立していく子

どもたちを支援する「lll親ケア独立法（Foster　Care

lndependence　Act）1を施行し、大学や職業訓練を

受ける里」㌘たちには21歳まで里親宅でのケアを延

長することができるようになった　このため里親宅

から措置解除された18歳の「発達途ヒの脳＿O）了ど

もたちが犯罪を犯したり、ホームレスになったりす

る率が減少している．

［本でも脳の発達の研究が盛んであるが、実証され

た研究が福祉行政に反映されていないのが残念で

ある　日本の児童福祉には組織立ったアフ．ローチが

期待される、まず胎児期に今人分県の産科婦人科

医師たちが実施している妊婦対象の教育とカウンセ

リング、支援と指導を全国に広めていただきたい．

そして出産前後から「ようこそ赤ちゃん訪問」を開始

して、実親・近親と赤ちゃんの間にしっかりと愛着

の絆を結ぶ手伝いをする、これは厚生労働省が本

年4月から保健帥をこの訪問に派遣すると計画をし

ているようだが、HFAでは保健師や看護師は医療の

専門家として、訪問する乳児に医療問題があるとき

だけに限り、長期に定期訪問して保護者と乳児の

愛着関係作りと家族問題解決の手伝いをするには、

ソーシャルワーカーか幼児教育の背景を持つ人たち

の方が適しているといっている．いずれにしても乳

児の親がその訪問を首を長くして待つような人間関
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1
．

SUMMARY

係を作れる人が「家庭支援ワーカー」となり、乳幼児

期の児童の発達を親に上手に教えられるよう、HFA

の研修を受けることが望ましい。2006年9月にオレ

ゴン州セーレム市で、日本の保健師・ソーシャルワー

カー・保育士など16名がHFAのトレーナーから家庭

訪問の手ほどきを午前中受け、午後は「家庭支援ワ

ー カー」に付いての家庭訪問や、「ヘルシースタート」

を支える他機関を訪れる研修を行った。2007年に

もこの研修を実践する予定である。

このように手厚い訪問指導で予防しようとしても、

児童虐待と放置は起こるであろう。そのときに児童

の年齢と発達に従った介入が必要である。乳幼児

の場合まず実親と児童の愛着関係を修復する治療

を試みたい。そのとき子どもはまだ実親宅にいるか、

もし危険であれば里親委託となるが、それでも実親

と子どもが一緒に治療される場所と治療士がいな

ければならない。治療方法はコロラド州エパグリー

ンで行われている修復的愛着療法が日本でも効果

があると思う。今H本の乳児院は親の代わりに赤ち

ゃんを育てるところとなっているが、この使命は里

親にゆずり、「修復的愛着療法」の専門施設になっ

て欲しい。年長の児童と実親との愛着の修復は、

児童相談所の心理士や精神科医が専門に従事して

いただきたい。

それでは親が子育てを拒否した場合はどうなるか。

日本ではそのような親でも里親委託に反対したり、

養子縁組の許可を出さない権利があるようだ。児童

福祉は「子どものため」なのか「親のため」なのか一

考して欲しい。子どもに焦点を当てれば、愛情豊か

な「永続関係」がその子の人生に欠かせないことが

明白である。このためH本でも最初の親子分離の際

にアメリカのように裁判所が関わって、「一年以内に

安全な親にならなければ、親権を失うことになる」

というメッセージを親に伝えて欲しい。そして親業

の再教育の場を各地に設け、親がそれに協力する

ことを約束させねばならない。一年以内に親として

の業務が遂行できないときには速やかに子どもを

「フリーの状態」にして、養子縁組先を探したい。

日本の行政の問題は児童福祉の核となる児童福祉

司が公務員で、ソーシャルワーカーとしてのキャリア

を望んでいないことである。3年間児童福祉に携わ

ったら次は異なった課に配属されるので、専門家が

育たない。アメリカの児童福祉課には20年、30年の

キャリアを積んだスーパーバイザーが、修士号をと

ったソーシャルワーカーの指導をしている。現在の

ように児童虐待・放置問題が増加しているこの時期

にこそ、児童福祉を一生の仕事とするソーシャルワ

ーカーを児童相談所に配属したい。このために公務

員組織の改革が望まれる。このようなソーシャルワ

ー カーの仕事の大半は「措置」でなく、措置後の子

ども達の成育とその保護者（実親・里親・養親・施

設職員）の指導、教育と支援である。

思春期に入ってから家庭外措置をされる子ども達

は、里親宅より小舎制のグループ生活を希望する

子が多いであろう。この頃の子どもの脳の発達には、

同年輩の子ども達からの刺激が大切であり、親では

なく家庭外の経験がその脳を形成していく。このた

めグループ・ダイナミックスの訓練を受けたグループ

専門のスタッフが必要で、グループ生活を通して一

人ひとりの子ども達の成長の支援をせねばならな

い。大舎制の施設はこのようなグループホームへの

移行を目指してほしい。

終わりに日本に期待したいのは児童福祉に携わる

人々全部の知識とスキルアップである。脳の研究が

日進月歩で進む現在、知識の常の更新と、どんどん

実証されつつある新しいセラピーの技術を身に付け

る研修の機会と費用のサポートを行政に望みたい。

HFA（Healthy　Family　Ameriea）＝健康な家族アメリカ

104



～未来の日本の児童養護施設への提言～

愛知県・児童養護施設八楽児童寮

　　　　施設長太田　一平

児童虐待については近年、児童虐待防止等に関す

る法律の施行により、虐待を早期発見等するための

社会的システムの整備は、一定の進捗をみた。

しかしその結果、児童養護施設に人所している被虐

待児童の劇合は、平成16年度全国平均で62％と、3

年前の平成13年度の53％に比較すると大幅に増加

している。

一 方、児童養護施設への入所率も平成16年度全国

’P均で約91％と高い水準であるにもかかわらず、依

然として増加し続けている現状である，

2．1親子を切り離した責任

虐待等の家庭で起こった問題により施設入所とな

った子どもの戻るべき場所は、基本的には家庭で

あるとするならぱ、施設ケアの最終目標到達点は、

家庭復帰にある。

近年の入所児童には家庭も家族も存在し、個々の

家庭で起こった問題により入所してくることから、そ

のケア内容は個別対応が基本となり、退所先も多く

は家庭となることから親子の再統合や家庭復帰が最

終目標の到達点でなければならない。

児童福祉法の改正により、最低基準に義務づけられ

た自立支援計画は、施設においては、職員が子ど

もと生活をともにする中で、家庭復帰するためにそ

の児童の課題が達成できるように支援していくパー

マネンシープランニングである。その支援計画をも

とに子どもへの支援のみならず親への支援が家庭

支援相談専門員等によって実践されていくことが必

要である．

すなわち、入所児童の心の回復が図れ、家庭復帰

後の児童の成長が期待できるようになっても、親に

成長や変化がみられない限りは親子の再統合はで

きないのである。児童が施設入所している間に保

護者及び家庭の改善が必要であり、児童相談所とと

もに施設側も保護者に対する指導、支援を行う必

要がある。それは、いかなる事情があろうといかな

る親であろうと、子どもを親から切り離した責任が

あるからである。

特に児童虐待をしてしまった保護者に対しては、認

識態度の変容が図れたか、児童を迎え入れるだけ

の環境整備は図れたかを見極める必要があり、若

年や未成熱な保護者については養育技術の育成等

家族療法を含めた修復プログラムの実践が必要で

ある。

愛着障がいを抱えた子どもやその家庭の支援のあ

り方について、修復という視点からの児童相談所、

施設、里親、児童家庭支援センターの機能について

再体系化が必要であろう。

2．2児童養護施設における予防福祉への取り組み

今回訪問したオレゴン州セーレムでは、全州で取り

組んでいる「ヘルシースタート」という効果のある児

童虐待・放置予防プログラムがある．

この「ヘルシースタート」は、第一子の家族への普遍

的な基本サービスとして2001年から全州において取

り組んでいるプログラムである，ヘルシースタートプ

ログラムの内容については、前述のとおりであるが、

こうした取り組みを通して親の自尊心や自信を高
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SUMMARY

め、家族のまわりに地域社会を創り出す力となっ

ている。そして、ヘルシースタートを利用した親た

ちは「子育てを大変簡単なものにしてくれた。最初

良い親になるために何が必要か理解を助けてくれ

た。さらに赤ちゃんが何を必要とするか教えてくれ

る。」と評価していた。ヘルシースタートは、子ども

への支援と同様に、親たちをも支援することで、

親たちがその子どもの専門家に育っていくのであ

る。日本では、増え続ける児童虐待に対して子ど

もを保護するという対処療法で手一杯で、まだま

だ親業指導としての公的サービスは乏しく、ヘルシ

ー スタートのように、サービスが家庭を訪問する

（アウトリーチ）プログラムは日本にはまだない。こ

のヘルシースタートが、これからの日本の予防福祉

への取り組みに大きな示唆を与えてくれるもので

あると確信するe

う。児童家庭支援センターにおいては、予防福祉

として親業のトレーニングを中心としたアウトリー

チプログラムを展開させ、そして、本体施設では、

修復的愛着療法のできる専門的な治療施設として

親子が親子関係を新構築することを学び早期家庭

復帰ができるようなプログラムを展開させる専門

機関になるべきである。

高度な専門性と高度な人格を作るためには専門

的なトレーニングが必要であるが、その為のトレー

ニングプログラムとそのプログラムの質を確保す

るための認証機関の基盤整備が必要であろう。

2．3未来の日本の児童養護施設への提言

日本の場合、子育て支援の機関として児童相談所

や保健所が挙げられるがそれらの機関は行政機関

であり、行政機関ではどうしても指導的になってし

まう恐れがある。また行政機関において行われる

事業は、全国一律であり公平・平等が原則で、そ

の為の環境づくりに膨大な時間と費用がかかって

しまう。米国においては、ヘルシースターFもそう

であるが、民間企業がプログラムを開発し、その

ためのスタッフトレーニングやそのプログラムを実

施する機関も民間機関が行う。行政・政府機関は、

そのプログラムに評価を与えプログラム実施の予

算を組み、その結果をアセスメントすることに徹し

ている。こうしたシステムは、利用者サイドのニー

ズ把握がしやすいという利点があり、日本でも地

方分権化が進む中でこれからの社会福祉サービス

のあり方に指針を示すものであろう。これからの

児童養護施設は、予防福祉プログラムとトリートメ

ントプログラムを持つことが求められていくであろ
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3．1児童養護施設

児童養護施設の子ども達は、多かれ少なかれ養育

者との愛着関係が満たされていない。それゆえ

様々な愛着障がいに、日々苦しめられている。そし

てその子にとって愛着の対象になるべき親や施設

職員の親業技術はまだまだ足りない，愛着障がい

への理解と愛着関係の修復方法を、親や職員が学

び習得すること。そして子どもとの愛着関係をしっ

かり築き、早く家族関係を修復すること。そのこと

を最重点課題として、愛着障がいを治療できる体制

を行政や施設が全国に作り上げる。日本中で、やる

べきことはたくさんある。

日本の児童養護施設に必要なことを、遥かアメリカ

の大地で学びながら考えた。一番は、「きちんと育

児できるように親を育て直すこと」である．親へのケ

ア・サポート・指導を満足にしないまま、子どもを家

庭に帰すことが現状では非常に多い。帰す判断が

「指導した結果、親がきちんと育児能力を身につけ

たから」ではない場合が多々ある。誰が、いつ、どの

方法で親業指導をしていくのか。具体的に、そして早

急に実行できる方法を関係機関と共に検討したい。

その答えの一・例を私たちはアメリカで学んで来た。

さらに、子どものケアがしっかりできるよう職員の

質を上げることも重要な課題だ。虐待に関する研修

は多いが、愛着障がいの理解とその対処法を学ぶ

機会は全国的にまだ少ない。親に育児が期待でき

ない場合、愛着の対象となる職員が、その理解をし

ておくことは専門職として必要不可欠であるtt

行政がどうの、体制がこうだからということを理由に

して、施設や現場職員が何もしないことだけは、子

どものために断じて許したくない。

3．2乳児院

愛着という視点において、乳児院は今後どうあるべ

きか。私がこの研修を受けて改めて痛感したことは

「親としての自覚・親自身が変わらなければ何の解

決にもならない」ということだ。極端にいえば、乳児

院では子どもたちの命を守ることは出来るが、愛着

など発達を保障することに関しては出来ていない。

また保護者が親として奮起してからの支援体制は家

庭支援専門相談員配置などで整備されてきてはい

るものの、現時点ではそこまでに至らず専門的な知

識・訓練を経た指導員による「親育て」の場を設置

することが求められるのではないか。その中で乳児

院の役割も明確化され、広がってくると感じる。

連絡もない、来館もない親権者は果たして「親」とい

えるのだろうか。「親権」に関しての対応についても

子どもたちの処遇に権限をもつ児童相談所が都道

tFf　L4　・相談所ごとに異なっていることや短期間でケ

アワーカーが異動し、支援の専門性・継続性などに

関しても疑問に感じ、私は現場職員として制度面に

ついて限界を感じている，しかし、そのような制度

の整備を待つだけではなく乳児院は市町村との役

割分担・連携を強め、点と点の支援を繋げて、線と

なるような継続・統一した支援を提供していけるよ

うに努めていかなければならない．

3．3母子生活支援施設

今回オレゴン州で学んだ「ヘルシースター相のサー

ビスは「居住地への家庭訪問」と「施設入所」という

形態の遠いはあっても母子生活支援施設での支援

と通じる部分があり、とくに研修全体を通して様々

な取り組みを行っている「親業」への実践には取り

入れるべきものが多くあったc母子生活支援施設を

利用する母子は様々な問題により、従来の居住地

を離れ施設を利用する。職員はその母子の抱える

様々な問題解決を家庭に密着した形で母子と共に

取り組み、地域での安定した生活を目指していく，

しかし、一一つの問題解決が即、地域での生活を可

能にするかと思うと、そうではなく、母子での生活

を進めていく上で最も基礎となる親子関係に問題

を抱えた母子が多い。母側に課題が多く、「子を生

んだ親」であっても「親業を実践できる親」ではない

のである。望ましい親子関係を構築するには今回

研修したように、子どもの脳や体の発達に応じた適

切な関わり方、対処の仕方といった子育ての知識

と技術がどうしても必要とされる．母子生活支援施

設の大きな役割は、「親子」の愛着関係を築きなが

ら安心して生活できる施設を保障し、自立への道を

開くことにある。われわれのなすべきことは「家庭支

援ワーカー」として、親が子どもの「良いとこ探し」に

集中できる環境作りと愛着関係を修復するための

具体的方策の提示を行いながら、真の親業を実践

できる「親」づくりを推進することであると思う。

107



SUMMARY

3．4自立支援施設

研修を通してアメリカの児童養護の現状にふれる

中、日本はアメリカにくらべ里親制度の立ち遅れが

顕著であり、今後の養護のあり方としていかにそ

の穴を埋めていくかが最大の課題であると感じ

た。愛着障がいの専門的な治療機関の必要性と

同時に、より家庭に近い環境の中、愛着の取り戻

しをすすめるために里親制度の充実をはかること

が望まれる。

児童自立支援施設では伝統的に小舎夫婦制の寮

運営がなされてきたが、近年交替制寮舎への移行

が増えている。複数の職員が様々な問題を抱えた

子ども一人ひとりに添うためには、職員間の意思

疎通と連携が不可欠であることは当然であるが、

個々の職員が個性を発揮し、児童を多方面からサ

ポートしていけるメリットを最大限に活用すること

が重要であると、感じている。また、アフターケアの

充実及び親（保護者）支援、家族支援のためには、

児童相談所を始めとする関係機関はもちろん地域

社会ぐるみの支援体制を強化していくことが何よ

りも必要であることを考えさせられる機会となった。

子どもの健全な発達、成長のための最善の利益の

確保を目指し、これからも児童自立支援施設は、

一定の梓のある生活の中、一人ひとりの子どもを

受容し、個々と真摯に向き合い、信頼関係を育み、

育てながら、家族や地域社会を巻き込みその育て

直しを行っていくことで、それぞれのニーズにきめ

細やかに応じ、問題性の改善・回復、発達課題の

達成・克服を支援していくことが求められている。

3．5情緒障害児短期治療施設

軽度の非行、不登校（ひきこもり）、虐待、軽度発

達障がい等、多様化する子どもの問題に対応する

ため心理、医療、生活、教育の専門職員がチーム

ワークによって治療をすすめる総合環境療法とい

う形態を持つ情短施設への期待は高く、全国的に

も設置数が増加している。私は、5年前児童養護

施設から新設情短施設に異動になり知識も建物も

スタッフも全てがゼロからのスタートだった。ゼロ

からのスタートは、決して穏やかなものではなく毎

日が悪戦苦闘の日々だった。それでは、5年前の児

童養護施設での日々は穏やかであったかと考える

と、入所児の主訴は情短施設と変わるわけではな

く、子どもへの日々の関わりと過去からの実践経

験でしのいでいたように思われる。いずれにおい

ても、施設の役割は子どもの心理的援助と早期治

療が必要不可欠と考える。現在は入所児童が施設

種別を超えてボーダレス化している。もはや養護

施設や情短施設の施設種別は意昧を成さなくなる

のではないか。日本の児童福祉施設がどのような

形態をもって社会のニーズに応えていくかは、これ

からの課題となっていくだろう。

私は、どのような時代が訪れて施設の形態が変化

しようとも、その変化に柔軟に対応できる知識とス

キルを身につけることができるようなスタッフトレ

ー ニングの充実が絶対に必要であると思う。

3．6児童家庭支援センター

児童家庭支援センターは、親子関係・家族関係の

構築に焦点をあてる専門機関を目指すべきであ

る。これまで相談の主訴が子どものある問題行動

であった場合、改善のために家族内の関係を見直

すという過程は踏んできた。しかし、良い親子関

係を持たせることや親が子育ての責務を果たすこ

と自体を目標にしてはこなかった。これからは、支

援者は来談者の「子どもと家族の幸せ」にゴールを

シフトさせ、親も治療し、学ぶ姿勢を持たせる。

希望から始まる支援は効果的であり、家族に得ら

れるものは問題の解決以上に養育機能の強化であ

る。育児不安の人も同様である。不安の解消がゴ

ー ルではなく、子どもの発達を促す親の関わりを

作ることで終結したい。在宅のうちに親を親として

育て、家族を家族として機能させていく。身近な

機関となることで、地域の子どもの健康な発達と

生活全般の福祉を実現させられるのである。

ATrI・親業スキル・ソーシャルワークの技術はど

れも児童家庭支援センターで一番生きるものであ

る。その獲得には一からの取り組みになるが、児

童の在宅福祉の実現を果たすことができる最適の

ものだと考えるからである。

また、子育て支援のボランティアとして携わりたい

という人は多いが、親業やソーシャルワークの技

術を身につけていただくことによって、その人材を

地域の子育てサポーターとして育成することもでき

るのである。それを組織化すれば、「こんにちは赤

ちゃん訪問」のフtローとして危険度が軽い家族に

対しても、継続的な訪問が可能になるのではない

かと思う。
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私の行動宣言

修復的愛着療法について、教本を見ないでも人に説明できるようになる（めざせ研修講師！）子どもの内面と

行動の背景を現場職員が理解できるよう導く（めざせスーパーバイザー！）アメリカで共に学んだ仲間を一生

大切にする（幹事なので！）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（岩田直之｝

’nvnun垣n“nMS“nMAU日鋪日●興冨興u興泌丙■n垣“M日■屍■村泌nu■“ば●●“匂AUH冨朋丙ば興■■泌買●A”貝Ufi“爲白日∪爵邑阿HA冒阿Uh巳丙阿fiy．“玲■・“良材日“興鯵日u円■・■RU興“角■寅VR■lu口u■】民邑円】剛・泌阿■洞‘

どんなに専門的で優れた治療を受けても、その後に続く日常は、決して平坦ではない．私は今回の研修で得

た知識や技術を、平坦ではない毎日を支え、粘りぬいていくための知恵として生かしていく。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（内海新祐）

債拍x賭丙v■“白un■白v月“亮●NHnVAU“ばn“x鯵村悦白ゼ丙】向u＃“丙●日VAVA■貝v筒N良“臼u■冨員“日■■“n冨良■“u鼻u飼■日”x泌日ば貝■興■■泌●∪同拍日M貝u興“周拍n鯵向●丙“免泌日M丙●只“舟泌““．冒・“蔦“頁unv・】同貿翰

私は、親業とNHPの勉強を続ける。そしてできるだけ近いうちに、スタッフとその内容を共有し、研修を重ね、

積極的に支援事業に生かしていきたい。また、ヘルシースタートで活用されている赤ちゃんの月例別発達チ

ェックシートを翻訳し、乳幼児相談に関わっている人たちに紹介する。　　　　　　　　　　　（大谷純子）

’■8n■“■良M日巳阿巴日曽冑“丙x村“内冨“u宵u同】n貿肉“薗VAU貝舅【■“““肩“實眉n筒興図畑興層病“】頂田RU肩泌n●円封nu●泌亮u■u●“■曽●泌●■貫■ni内M白巳n冨日■何M“8【図寛■口図輿UA“賃VAH興“寛●有■n垣貫HHVR払”一

海外研修、そこは知識と技術と熱意と愛情溢れた場所だった，研修での出会いを胸に、利用者のよき「役割

モデル」となれるよう様々な視点からの自分自身磨きを怠らず、より多くの家族に施設を利用してよかったと

言ってもらえる支援を目指していく。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（佐々木絢子）

個UA■周■日“賓VAH舟■角u興●n■舟■n“■箇n■鳥口n層●曾輿層珂■員u只鰭eu洞■興“興u丙UR恒日■日鯵日u“蟹村】日●nば爵■日阿馬■日】n冨日泌向■烏図艮●日■白●n図良冨良“．￥鳥N烏i寛”n冨日】．●n】阿冨日UR泌珂紅日u，9貝■日■・層阿‘

物事を考えるとき、遠くから広く全体を見ることと集中的に核心を掘り下げて見ることの両方が必要である

ことがわかった。広い視野を持ち、足元をしっかり見つめながら地方から発信していきたい。人生は出会い

なり。人と人との出会いを大切にしていく．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（篠原志津）

’n■丙unB貝u鞠烏“円枯男図岡■wば賃tfiMtU日“阿●日“亮■n“n箪■】n●日“nt興“阿■頁v阿v●図肉“冑図n層丙“衡∀肉“nvAVAV興v口■AV日●n】興ば珂u病●nu丙垣岡】n●日】馬垣丙“n栢阿u閥●n“阿ば貝ば村●阿“内ば爽“興“日NRYM

アメリカで学んだこと、体験して感じたものはあまりに大きくてうまくまとめることができないが、少しでも多

くの場面で、少しでも多くの子ども達に行動で伝えていく一：同時に子どもと関わる多くの大人達と「愛着」に

ついてもっと理解し合い、どうやって子どもにとっての安心の場所をつくっていけるかということをチームと

して考え、子ども達を支え合い、導いていけるように日々努力する。　　　　　　　　　　　　（下井沙織）

‘馬■Hun■興】鳥冒日9K旬興】日匂鼻担阿曽興M円恒頁M冑●丙ば円u向●衡冒日】丙un“衡曽詞■肉旬●“寛ぱ薗阿Runv口●肉“衡￥詞“日鯵免恒丙“口u艮■臼y興●興u興●興■H冨汽M日層鼻M岡ピ再u畑●匂舟●向■輿●日拭貝鯵日“向●nv口●頁■x“亮“珂u・‘

今さらながら施設に入所する子どもの多くは、小さい心に大きな傷を背負っている事を誰にも言えず抱え込

んでいる。そうした子ども達に寄り添い、愛着の絆を結び、心豊かな人生を送ることができるよう支援する

ことを宣言する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（菅原竜喜）

舗ば●層n■”ば掴鯵興H【灯nHS鮪A“阿■nH■“岡URV寛図n拍R●“日舗n柏賃■円v費gs“興H貝■魯】阻n】円■日“n匂丙】日祈n阿肉u脾H■u■冨RV●悦良口寛“貝■●ば口払6口臼坊輿■nば興】貝拍n■馬垣内u阿ロ貝MHV肩層月vnu薗旬．“貝鯵郎
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私は子どもに対して常に感情的にならず、脳の発達を意識して声掛けをし、愛着関係を築いていくよう努力

する，そのためには、子どもにコントV一ルされず、子どもより働かない（もちろん子ども自身の課題に対し

てのこと）ようにし、どこまでも寄り添い、見守っていける人になっていく，　　　　　　　　　（瀧野真継）

‘珂■賃鯵日■H■丙■e■輿泌■v阿■日u日冒n“堀貝“円■岡ば阿ば■u頁■興vn冒日Ul■貝已寓領頁】頁蜘古泌●ば亮冨角領頁旙向“内●興H剛内担頁■●領飽寅冒A■R田輿“頁VA“sピnばRHn■Rvnx■貿有N賃“詞■輿■●冨●“簿■ば角“n図R口日‘

「幸せは歩いてこない、だから歩いて行くんだよc1日1歩3日で3歩、3歩進んで2歩下がる。」という歌がある。

日々の子どもとの関わりは、決して平坦な道のりではなく前進と後退の連続である。まさに3歩進んで2歩

下がるである。しかし、確実に1歩前進している。私はこれからも子どもと共に1歩ずつ歩んでいく、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（田村　薫）

tnvnNIUA“A拐純“AU■unt薗図A●●“貝■w厨●“臼“詞■日■AMnu●口■““●nun鯵臼uw■R】n冶口】興■nu阿●nu興泌同ue冒“】日鯵n】阿泌日ば日口日■n■，u・貿日“頂t洞u“旬日“日拍n泌見拍男“白v馬“翼●丙“鳥y丙】丙■日“阿●郎

家族の中での養育不全から施設養護される子どもたちの問題は質量ともに深刻化している、こうした現状に

おいて、今回の研修がいかに的を射た実践的なものであったか改めて思う。研修で学んだことを自分自身

の実践はもとより所属する施設において出来る限り反映するよう努力することが私に与えられた使命だと

強く感じる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（秦　弘美）

’舟旬1“丙鯵向HR■n“Wvng■■冑“日鯵寛日“■爵桜丙鯵薗H臼躯寛“R鯵向図RVA“n“興図角泌A】興●頁“肉鍾賃■H■AV●泌n】村泌AUR泌口u日恒興UHURU日垣H】R■円uπ■日凹丙冨珂“N■日Mn培“u閃冨日■岡u洞u日■興恒真■日】向田HUHH興■

「愛着」という発達を現状の限界で諦めることのないよう、大切な時期をお預かりしている意識を持ち日々の

支援に努めていきたい，そのために乳幼児期の長期間を施設で過ごすことのリスクを職員一’人ひとりが共通

の認識をもっていかなければいけないと考えている，また、児童相談所・市町村との連携や保護者とのコ

ミュニケーションを図り、家庭支援・家族再生にも積極的に取り組んでいくt；　　　　　　　　（真野智弘）

‘民■貝】阿“泌詞●烏匂【曽R■剛向】n旬丙層貝旨阿M阿●●vn泌阿図“nぱnば阿】A拍NH鳳一n図日●肩“鳥鯵頁“角■輿“亮鯵病“寛v輿“鳳“向“興材寛“取薗鯵興un凹一“nu興VA■n■A■興■A図RURHn“AHn“RU貝●“unv”“旭■泌肩“Ai

抜けるような青空の下、心洗われ癒されていく自分を感じた研修の日々，子どもの幸せを実現していく者の

一 ・ 人として、心豊かな人間でありたい。子どもの心に寄り添いながら親と子の関係を支えていきたい。その

未知なる可能性を信じ、どんなことがあってもあきらめずに、たくさんのすばらしい出会いからいただいた

エネルギーを力にかえて、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（宮内千穂）

‘真■興■日曾男■日ltXv日H貝un●n■阿●円u●冨K図珂拍日”円■岡■nば珂u日■内u“■凋M丙拍頁蜻脾●洞“民巳““■頁B旬眞“e層丙確●■nH頁ば“図“R“有■烏冒恥魯∀丸■頁層買“nw貝●頁Nn“●“n●頁u日“●図nHAPtV●u●VA“nN●‘

〃0



団員名簿

団　長 太田　一平 441－1318

愛知県新城市八束穂字天王1032－2
八楽児童寮

TEL：053昏220760　FAX：053〔ト220762

児童養護、〃

　施設長

団　貝 菅原　竜喜 988－0076

宮城県気仙沼市舘山2－2－32
旭が丘学園
TEL：022｛ト22・Ol35　FAX：022昏2牛8835

児童養護／

児童指導員

団　員 岩田　直之 198－0051

東京都青梅市友田町2－714－1
東京恵明学園児童部

TEL：042＆2＆0241　FAX：042＆21・2345

児童養護／

児童指導員

団　員 内海　新祐 241－0001

神奈川県横浜市旭区上白根町914－7
旭児童ホーム

TEL：04ふ953工270　FAX：045951・4941

児童養護／

臨床心理士

団　員 秦　　弘美 400－0856

山梨県甲府市伊勢2－1－19
山梨立正光生園

TEL：05＄23ふ1783　FAX：0552351784

児童養護、

　保育士

団　員 下井　沙織 399－3202

長野県下伊那郡豊丘村神稲4461－1
慈恵園

TEL：026与354815　FAX：0265357400

児童養護．／

　保育士

団　員 瀧野　真継 663－8184
兵庫県西宮市鳴尾町1－3－38
三光塾

TEL：079＆41・4421　FAX：079840」2879

児童養護／

児童指導員

団　員 真野　智弘 510－0894

三重県四日市市泊村954
エスペランス四日市

TEL：059＆4（ト1371　FAX：05934（ト1382

　乳児院．r

児童指導員・

自立支援専門員

団　貝 佐々木絢子 615－0092

京都府京都市右京区山ノ内宮脇町9
野菊荘

TEL：075801・9734　FAX：075801－9735

母子生活支援／

　母子支援員

団　員 宮内　千穂 792－0856

愛媛県新居浜市舟木甲2971－1
愛媛県立えひめ学園

TEL：089741・7601　FAX：0897－41・7602

　　自立支援ノ

児童自立支援専門員

団　員 田村　薫 597－0工01

大阪府貝塚市三ケ山138－2
あゆみの丘

TEL：072L4474200　FAX：072447・1800

　情短／

児童指導貝

団　員 大谷　純子 370－0803

群馬県高崎市大橋町210
児童家庭支援ホーム　希望館
TEL　l　O27・322－5622　FAX：027－3224178

児童家庭支援／

　　相談貝

団　員 篠原　志津 789－1201

高知県高岡郡佐川町甲ll10－1
びゃくれん

TEL：0889・200203　FAX：088922・1856

児童家庭支援／

　児童指導員

事務局 山下　茂喜 104－0061

東京都中央区銀座7－5－5
資生堂社会福祉事業財団

TEL：03357↓7408　FAX：0332890314

事務局

事務局 高橋　敦子 104－0061

東京都中央区銀座7－5－5
資生堂社会福祉事業財団

TEL：0＄3574－7408　FAX：0332890314

事務局
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資生堂児童福祉海外研修の実績一▲覧

n

第1回
（1972）

ヨーロッパ（含北欧） 養・保・児口）
28

海外福祉事情視察

第2回
“973）

アメリかカナダ 簡・重・肢（29） 29
大学・病院及び付属研究所各種施殻の視察

第3回
（1974）

ヨーロッパ（含北欧） 養（23） 22
ヨーロッパ6力国での児童福祉事情視察

第4回
（1975）

ヨーロツパ（含北欧） 養・教（25）
22

ヨーロッパ5力国での児童福祉事情撹察

第5回
（1976）

アメリかメキシコ 乳・虚（25｝
26 地域ぐるみの子育てと里親制度、

アメリかメキシコの児童処遇

第6回

u977）
アメリカ 養母（26）

24
養護施設及び母親制度、母子福祉の視察研修

第7回
（1978） ・一・州 　i養’摺の国 16

児童健全育成に閲する民間施設活動

第8回
（1980）

アメリカ 養・母・乳（25｝
15 児童処遇における施設と地域社会・児童の特性に

応じた生活指導方法

第9回

U981）
オーストラリア 養（18） 14

分散小舎制の運営、地域社会関係

第10回
（1982）

アメリカ・カナダ 養（18） 17 アメリかカナダの要養護児童に対する居住童施設の
形態及び機能についての調査研究

第11回

u984）
才一ストラリア（含タスマニア） 養（15）

15 兇童養護のネットワークづくり

第12回
（1985）

ヨーロッパ（3力国） 養（15）
15

家庭の病理からくる情緒障害児・家族への指導

第13回
（1986）

アメリカ　　　　　　　　養（15） 15
施設養護と家庭養護

第14回
（1987）

アメリカ 養・教（17｝
14

非行傾向を示す児童の処遇問題

第L5回
（1988）

アメリカ 養・教（17） 15
非行傾向を示す児童の処遇問題～ファミリープログラムを含めて～

第16回　　　　　　　　　　　　　　　　　　養・教・情’母　　　　　　　オーストラリア（1989）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　精（17）

15
児童橿祉施設と地域社会とのかかわり方について

第17回
（1990）

オーストラリア
養・教・情・母

　精（17）
15 地域社会での児童福祉の在り方を探る

第18回
（1囎1）

ヨーロツパ
養・教・情’母・

　精（路）
15 児童の権利と児童養護活動

第19回
（1992） ヨーロツパ

養・教・愉母・

　精（25）
15

児童の権利と家庭機能支援活動を探る

第⑳回
（1993） アメリかカナダ 発纏～塁一15 家庭と子ともの権利を考える

第21回
（1994）

アメリカ
養・教情母・
　肢（13）

15
子どもの権利と家庭への支援について

第22回
（1凶5）

ヨーロッパ（含北欧）
養・教・情・母・

　乳（12）
14

児童の最善の利益について

第23回
‘1996）

オーストラリア・ニュージーランド
養・教精母・
　乳（17）

11
日本の児童福祉施設の将来の在り方を探る

第別回
（1997）

イギリス
養・教・情・母・

　乳（14）
12

地域社会が求める福祉サービスのあり方

第25回
（1998）

アメリカ
養・自立一情’

母・乳U3）
14

アメリカの児童虐待の実態について

第26回
↓1999）

カナダ
養・自立・情・

母乳（15）
13

子どもの権利擁護と福祉と福祉サービス

第27回
（2000）

カナダ
養・母・児家・

自援・情・知（13｝
14 自助、共助、公助による自立支援教育など

第28回
（2002）

アメリカ
養・母・自立・情

　　（13）
15 里親制度と被虐待児への対応

第29回
（2003）

オーストラリア・ニュージーランド
養・乳・自立・情

　　（15〕
14

地域社会を巻き込んだ家族支援

第30回
（2004）

カナダ
養・乳・母子・自立・

情・自援・里親（19）
15 家族の重要性を重視し、コミュニティをペースにしたより

柔軟なサービス

第31回
（2005）

カナダ
養・乳・自立・情・

児家センGの
15 カナダ東部地区における児童虐待予防策の研修と

児童福祉現場の実態研修

第32回
（2006）

アメリカ
養・母・乳・自立・情・

　児家センΩ5）
15 「愛着の絆～その結び方と修復について」及び

虐待予防策「ヘルシースタートプログラム」の研修
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遥か海の向こうのアメリカで、これほど自分の仕事や生き方に影響を与えるものに出会うとは、出発前の日本

では想像もしていなかった。15日間、外国は兄の結婚式で無理やり連れて行かれたグアムのみ、しかも飛行

機が大の苦手…。周囲には「大変だね」「報告書がんばってね」とずっしり重い言葉ばかりかけられ、妻には

「はいこれ」とやさしい英会話集＆おみやげリストを手渡され、不在中の2週間分の仕事をなんとかこなし、ア

メリカ行きの飛行機に乗り込んだ。とにかくこの飛行機は落ちないでくれ…機内ではそんなことばかりが頭

を廻っていた。

「愛着障がいって、愛着がない子のことでしょ」程度しか思っていなかった自分は、コロラド・エバグリーンの

一室で大いに悩むこととなった。養育者と子どもとの絆の作られ方、脳の発達の仕組み、親業…。そのほと

んどが自分の仕事の申で現在用いられていなかった知識や技法であり、これを習得した後、日本に帰り、実

際に何ができるのだろうか（何も生かせないのではないだろうか）という後ろ向きな気持ちで頭がいっぱいに

なり、夜おそくホテルのロビーで一人飲むピールはなんとも言えず苦い味だった。

ここで学んだ大切なことをしっかり伝えたい。自分の施設や全国の児童福祉職員の糧になるレポートを作り

たい。そんな思いから報告書綴集委員になった。見学したこと、聞いたことをただ文章にするのではない。

感じたこと、理解したこと、訴えたいことを、日本で使える形にしたかった。そしてそれらは、児童福祉に携

わる人たちの大きな力に必ずなるものであると、私は確信している。事実、帰国してからの私と子どもとの

関わりは、今までとずいぶん質が変わってきたnたぶん団員それぞれもそう思っているに違いない。それほ

ど重要なものを私たちはアメリカで受け取ってきたのだ。これをしっかり日本に伝えることが私たちの使命で

あり、そのスタートがこの報告書である。

（編集委員　東京恵明学園　岩田直之）

（註）：r障害」の「害」は、「それ自体が悪いもの・わざわい・きずつける」という意味を持ち、諸条件により困難を負わ

　　ざるを得なかった状態を表すのには適当でないと思われた。近年、この観点から「障がい」と表記する例が増

　　えているため、本報告書でも人を大切にする観点から「障がい」と表記することとした，
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●徴候チェックリスト

●ライフ・スクリプト成育課程の脚本
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　　　　　　　　　付録A　サンプル・インテークパケット

徴候チェックリスト

子どもの名前　　　日付

記載者

　あなたの子どもにあるいろいろな徴候について、適切な場所に印〔〆）を入れてくだ

さい。

　各紙面の中で、それぞれについて、無、軽度、中度、重度の徴候のチェックをしたら、

それについてのあなたの子どもの行動の簡単な短いコメントを書いてください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　無　　　軽度　　　中度　　　重度

1、衝動コントロールの欠如

2．自己破壊

3．器物の破損

4．他者への攻撃性

5．一貫した責任感のなさ

6．不適切な要求やしがみつき

7．盗み

8．欺き（嘘・ずるさ｝

9．溜め込み

10．不適切な性的行動や態度

1L動物への残虐性

12．睡眠障害

13．遺尿や遺糞

14．頻繁なルール無視（反抗的）

15．多動

16．異常な食習慣

17．火や血、悪事への没頭

18．しつこくて無意味な質問や絶え間ないおしゃべり

19．不衛生

20．目新しさや変化における困難さ

21．因果思考の欠如

22．学習障害

23．言語障害

24．犠牲者（無力な者）としての自己認知

25．自分が大事という偉そうな感覚
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徴候チェックリスト（続き）

　あなたの子どもにある徴候について、適切な場所に印（のを入れてください。

　各紙面の中で、それぞれについて、無、軽度、中度、重度の徴候のチェックをしたら、

それについてのあなたの子どもの行動の簡単な短いコメントを書いてください。

無 軽度 中度 重度

26．親｛養育者）の言動に愛情を表現しない

27．激しい怒りの表出（激怒）

28．頻繁な悲しみ、抑うつ、無力感

29．不適切な情緒的反応（場にそぐわない感情表現）

30．著しい気分の変化

31．表面的な愛想や愛婚

32。親密さのためのアイコンタクトの欠如

33．見知らぬ人への無差別的な愛情表現

34．仲間関係の欠如または不安定さ

35．制限や外からのコントロールに対する耐性の乏しさ

36．自分の間違いや問題を他人のせいにして責める

37．他者を傷つける（加害、いじめ）

38．他者から被害を受けやすい

39，他者への信頼の欠如

40．搾取的、操作的、支配的、しきりたがり

41．慢性的な身体の緊張

42．事故の起こしやすさ

43．痛みへの高い耐性（がまん強さ）

44．接触防衛（触れられることをいやがる）

45．遺伝的素質

　　（実の親の素質を引き継いでいるところが目立つ）

46．（生きることへの）意味や目的の欠如

47、信仰、共感や他の精神的な価値の欠如

48．悪事や人生の暗い側面への同一化

49．自責や良心の欠如
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　　　　　　　　　　　　　　　ライフ・スクリプト

　　　　　　　　　　　　　　　　成育過程の脚本

　このアンケートはセラピストによって記入される。（両親が成育された）元の家族での課題

の検討に役立つ。

応答者氏名：　　　　　　　　　　　　　　　セラピスト氏名：

1．貴方は何処で育ちましたか？

2．貴方が育つ過程で、同じ家に住んでいたのは誰ですか？

　　　　　　　　　　今の年齢　　　　　　　結婚歴　　　　　　　問題？

　　父

　　母

　　兄弟姉妹

　　その他

3．子どもだった貴方の目からみて、両親を4から6の形容詞をつかって表現して下さい。

　　お母さん：　　　　　　　　　　　　お父さん：

　　　　　（どのように呼んだか）　　　　　　　　（どのように呼んだか）

1）　　　　　　　　　　　　　　　　1）

2）　　　　　　　　　　　　　　　　　2）

3）　　　　　　　　　　　　　　　　3）

4）　　　　　　　　　　　　　　　　4）

5）　　　　　　　　　　　　　　　5）

6）　　　　　　　　　　　　　　　　6）

どちらに近しかったですか？それはなぜ？

お母さんの職業は？　　　　　　　　　お父さんの職業は？
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　お母さんの両親について話して下さい。お父さんの両親について話して下さい。

　祖父　　　　　　　　　　　　　　祖父

　祖母　　　　　　　　　　　　　　祖母

4．貴方のお母さんがお父さんと結婚した理由は？（推測でも良いです。）

　貴方のお父さんがお母さんと結婚した理由は？（推測でも良いです。）

　次の事柄や状況を貴方の両親はどのように処理していましたか？

　葛藤（意見不一致など）：

　　感情：

　　貴方（子どもの時）がいやな思いをしたり傷ついたとき、誰のところにいきましたか？

　　子ども（達）のしつけ：

　　両親のお互いの関係で、誰が力を持っていましたか？

5．子どものとき、貴方はなんと呼ばれていましたか？

　　貴方を表現する4から6の形容詞を書きなさい。

　　　　子どものときの貴方　　　　　　　　　　　今の貴方

　　1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　1）

　　2）　　　　　　　　　　　　　　　　　　2）

　　3＞　　　　　　　　　　　　　　　　　3）

　4）　　　　　　　　　　　　　　　　　　4）

　　5）　　　　　　　　　　　　　　　　　　5）

　　6）　　　　　　　　　　　　　　　　　　6）
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6．あなた自身についてお母さんはいつも何と言っていましたか？世渡りについては？

　　それに対しての貴方の反応は？同意したか反発したか教えてください，

　　あなた自身についてお父さんはいつも何と言っていましたか？世渡りについては？

　　それに対しての貴方の反応は？同意したか反発したか教えてください。

7．貴方のお母さんから女性について習ったことは？

　女は…

　貴方のお父さんから男性について習ったことは？

　男は…

8．貴方の子どもの時の英雄（男女とも）は？

　　（両親以外で）貴方の子どもの時に近しかった又は特別に大切だった大人（複数でも）

　がいますか？

　誰：

　なぜ：

　どのように：
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9．子どもの頃好きだった童話は何ですか？

10．生涯を通じて、大切だった恋愛関係を4から6の形容詞を使って表現してください。

　　1）　　　　　　　　　　2）　　　　　　　　　　3）

　　1　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　1

　　2　　　　　　　　　　　　2　　　　　　　　　　　　2

　　3　　　　　　　　　　　　3　　　　　　　　　　　　3

　　4　　　　　　　　　　　　　4　　　　　　　　　　　　　4

　　5　　　　　　　　　　　　　5　　　　　　　　　　　　　5

　　6　　　　　　　　　　　　6　　　　　　　　　　　　6

そのときの年齢：

継続期間：

どのように別れたか：

11．墓石に書きたいこと、または追悼のメッセージを書いてください。

お母さん：

お父さん：

配偶者：

あなた自身
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