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１. 目的

２. 主催

３. 後援

４. 研修テーマ

５. 主な研修内容

 ６. 研修先

７. 実施期間

８. 派遣人員

９. 推薦要件

１０. 選考方法

１１. 研修報告書の作成及び発表

実施要項

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、支援技術、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。

財団法人 資生堂社会福祉事業財団

厚生労働省、全国社会福祉協議会

「アメリカで推進されている児童虐待防止活動と
虐待を受けた子どもたちの心の傷を癒す最新知識とその実践方法を学ぶ」

愛着障害だけでなく虐待によるトラウマのケアを中心にした研修で、肉体的、心的に
虐待を受けた子どもの心の傷をいかに癒すか、を学ぶ。2006 年度の「癒しの人間関係
作り」の研修から一歩進んで、「心の傷を癒す（トラウマティック・ストレス）最新
技術の習得を通じ、児童虐待の予防や施設でトラウマケアを実践する方法を学ぶ。

（1）健康な家族アリゾナ研修
　①健康な家族アメリカ（HFA）の概要
　②脳の発達と乳幼児期の発達
　③HFA（健康な家族アメリカ）プログラム
　④健康な家族アリゾナの活動について
　⑤家庭訪問及び関連施設訪問
（2）トラウマセンター研修
　①トラウマセンターの概要
　②脳とトラウマ
　③児童における複合的トラウマへの構成要素に基づいた介入方法
　④親と子の相互作用セラピー
　⑤トラウマに効果的なヨガ
　⑥ SMARTによるトラウマを受けた子どもへの介入方法
　⑦トラウマを受けた子どもへの治療の一環として手段で行う演劇セラピー
　　
アメリカ：アリゾナ州フラッグスタッフ、マサチューセッツ州ブルックライン

2009 年 9月 26 日（土）～ 10 月 10 日（土）（15 日間）

15 名　（団長：1名　　団員：12 名　事務局：2名）

（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年以上で年齢が 45 歳以下の者（2009-4-1 現在）
（3）日常中心的に被虐待児童への対応に携わり、本テーマの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

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。

①研修団は、2010 年 3 月末までに報告書を作成する。
②それぞれの施設協議会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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社会福祉法人全国社会福祉協議会
全国児童養護施設協議会

会長　中 田　 浩

　第 35 回資生堂児童福祉海外研修報告書が刊行

されるにあたり挨拶の機会をいただきましたので、

一言ご挨拶を申し上げます。

　施設の職員に対して、いまさまざまな機会を通じ

て資質の向上を求める声が少なくありません。その

大きな理由のひとつが対象となる人（家族を含めて）

たちの問題の複雑さ、深刻さ、多様な課題とその

克服の方途など、社会全体の不健全さを象徴する

社会的事象に由来するのではないかと窺わせる所

以のように思われます。

　このような時にあたっては、従来の社会福祉的

研修だけでなく、人を理解する広範囲な研究領域

から導かれる理論的概念やそこから生まれた実践

を補強する専門的技法などの習得が必要となって

まいります。

　今回の研修内容を拝見していますと、前述のよう

な状況を打開するためには、タイムリーな実践的内

容となっていますので、研修報告を期待しながら完

成されたものを拝見すること楽しみにしながら待っ

ております。

　国内でも脳科学の分野の研究や実践的解説書･

啓発書の発刊が相次ぎ、以前驚異的なベストセラー

になった類書の評価も今日的研究成果を踏まえて、

陳腐化した評価を受けるなど人の思考や行動の根

源的な理解のための研究は瞠目すべき段階に達し、

大きな進歩をしていると表現されています。

　今回参加された施設の職員の皆さまには、日常

処遇を離れて自分たちの養育実践と論理的、実践

的な研修内容について、触発されたり、思い直され

たり、気づかされたり、の連続ではなかったかとも

拝察し、研修の大切さを実感されるによい機会で

はなかったかと考えています。

　資生堂社会福祉事業財団におかれましては、従

来から社会的養護の分野の支援に特化されて、事

業展開されてこられましたことに、深甚の敬意と感

謝を申し上げ、第 35 回資生堂児童福祉海外研修

報告書への挨拶といたします。

あいさつ

実践智･経験智を大切に
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団員紹介

【大阪府】
団長
児童養護施設 あおぞら
施設長

永野　良子

【兵庫県】
児童養護施設
アメニティーホーム広畑学園　
臨床心理士

高田　豊司

【鹿児島県】
児童養護施設
南さつま子どもの家
児童指導員　

渡邉　信浩

【福岡県】
乳児院
清心乳児園
臨床心理士

坂本　佳奈子

【大阪府】
母子生活支援施設
東さくら園
少年指導員

海田　泰隆

【埼玉県】
児童養護施設
愛泉寮　
保育士

島田　恵満

【埼玉県】
児童養護施設
さんあい
児童指導員

青木　義匡

【東京都】
児童養護施設
東京恵明学園
児童指導員

岩田　庸子

【大阪府】
児童養護施設
泉ケ丘学院
児童指導員

藪　一裕
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【鳥取県】
母子生活支援施設
倉明園
心理療法担当職員　

田中　恵子

【宮城県】
児童自立支援施設
宮城県さわらび学園
児童自立支援専門員

實石　哲夫

【愛知県】
情緒障害児短期治療施設
愛知県立ならわ学園
心理員　

真野　真一

【北海道】
児童家庭支援センター
興正こども家庭支援センター
心理判定員

渡邊　洋平

【東京都】
事務局
資生堂社会福祉事業財団

吉井　規雄

アメリカ（アリゾナ州フラッグスタッフ・マサチューセッツ州ブルックライン）

【東京都】
事務局
資生堂社会福祉事業財団

山下　茂喜
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児童養護施設  あおぞら

施設長　永野　良子

　第 35 回資生堂児童福祉海外研修団は、『アメリカで
推進されている児童虐待防止活動と虐待を受けた子ど
もたちの心の傷を癒す最新知識とその実践方法を学ぶ』
というテーマで 2009 年 9月 26 日から10 月 10 日まで
アメリカでの充実した研修を無事終えました。
　過去 34 回のうち 600 名もの多くの方々が海外研修に
参加され、帰国後もSTARSとして会員交流、情報の
共有を図り、フォローアップセミナーを開催、日本の児
童福祉を牽引するすばらしい活躍をなさっておられます。
今回は、児童養護施設６名・乳児院１名・母子生活支
援施設２名・児童自立支援施設１名・情緒障害児短期
治療施設１名・児童家庭支援センター１名、全国の児童
福祉に携わる若き精鋭たち12 名が、この研修に参加す
る栄誉を得ることができました。先輩たちに続け！と私
たちは、インフルエンザの猛威に負けず、意気揚 と々ジ
ェット機に乗り込みました。

① アリゾナ   HFA（Healthy Family America）
　アリゾナ州フラッグスタッフで、健康な家族アメリカ
（HFA）について研修しました。HFAについては、第 32
回海外研修において、オレゴンのヘルシースタートを学
んだところでありますが、癒しの人間関係作りの研修か
ら一歩進んで心の傷（トラウマテイックストレス）を癒す
最新技術を学び施設で実践する方法を学ぶという目的
で再度の研修となりました。
　児童虐待とネグレクトを減少させることができると実
証されているこのプログラムは、アセスメントの過程を通
してすべての家族に支援の手を差し伸べ、親と子の愛
着関係を深めるように組み立てられ、肯定的な親子関
係を促進し、家族としての機能を増進することを目的と
しております。家族ストレスの多い家庭に訪問することで、
孤立している親たちに接触し、家族を地域のサービスに
連結させ、それぞれの親子の問題を一緒に考え、具体
的に解決する方法を示唆します。子育て支援ワーカーは、
心理学・社会福祉・精神保健・保育などの学士・修士
を持つ専門家で、HFAの哲学である『長所や強みに焦
点をあてた介入』で家族を中心に、家族の文化を重んじ、
尊敬を持って長期的にかかわります。私たちは、彼らに
シャドウィングして同行する機会を得、実際の方法を学
ぶことができました。
　また、さまざまなアクティビティを通じて家族との信頼
関係を作る方法や、ナバホインディアンの家庭訪問では、
その文化の儀式や習慣、子育て方法を尊重した介入に
ついても学びました。指示やお説教ではなく、家族自身
が自分で目標を達成するための支援を行う方法は、互い
の人格を重視し、心地よい空気を作りだし、最良の結果
を導くということを実感しました。これは、問題を持つ
家族だけでなく、すべての人間関係を良好に導く方法で
もあります。

② ボストン   『トラウマと脳』とその治療
　マサチューセッツ州ブルックラインにある司法リソース
研究所トラウマセンターでは、トラウマと脳との関係につ
いてベッセル・バンデコーク博士から講義を受けました。
バンデコーク先生は、講義の前日ヨーロッパから帰国した
ばかりのお忙しい中、私たちの宿泊先までお越しくださ
いました。「トラウマを受けた脳は、リズムを失う。君た
ちとのリズムを知りたかったから、前もって会っておきた
かった。」と次の日先生はおっしゃいました。そして、ト
ラウマを受けるとどのように脳に影響を与えるかを、まさ
しく私たちのリズムに合わせた分かりやすい講義をして
くださいました。会話のリズム、表情や動作の呼応、身
体感覚を呼び起こすことが大切であることを強調されま
した。乳幼児期、脳の発達にとって大切な時期に、トラ
ウマによってどのように発達が阻害されるか、その結果
どのような行動を引き起こすのかを科学的に理解するこ
とで、現在の状況を受け入れることができます。そして、
トラウマを受けた脳を治療するためにどのような行動を
しなければならないか。脳が指令を出して肉体が動くの
はよく知られていますが、肉体の感覚や運動が脳にどの
ように影響を与えるかを理解することが大切です。トラ
ウマを受けた子どもと保護者の相互作用（親と子の相互
作用セラピー）・トラウマに効くヨガ・SMART プログラム
（肉体感覚運動や芸術的表現で感情を自己調整する）・
トラウマを受けた子どもへの介入としての協力的演劇・
即興的演劇についても実習しました。

　私たちは、アメリカで検証済みの『虐待の予防プログ
ラム』をアリゾナで学び、『トラウマをどう治療し克服す
るか』をボストンで学びました。これらを日本の児童福
祉にどう反映させるか、地域との連携・行政への働きか
けなど、今後の課題は山積みです。けれども、一つひと
つ丁寧に問題をひもときながら、日本独自の方法を研究、
実践していかなければならない…と、大きな夢を描きな
がら、心血を注いで報告書を作成しました。是非、ご熟
読いただき、ご教示賜りたいと存じます。

　最後に、実り多き研修内容を計画し、通訳からお食
事の予約まで、そして、ホームシックの団員への温かい
お心配りまで、いくつもの役をこなしていただきましたヘ
ネシー澄子先生、いつもユーモアで研修の疲れを癒して
いただきました吉井規雄常務理事様、綿密な計画をす
ばらしいリーダーシップで導いてくださった山下茂喜様に
厚く感謝申し上げます。また、快く送り出してくれた上司、
長い留守をまもってくれていた同僚、笑顔で出迎えてく
れた子どもたちに、ご恩がえししたいと思います。そして、
㈶資生堂社会福祉事業財団と㈱資生堂、心と体の美を
追求し続ける世界中の資生堂を愛する方々に心よりの感
謝を申し上げ、ご報告といたします。

団長報告
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財団法人 資生堂社会福祉事業財団

事務局長　吉井　規雄

　2009 年 9月 26 日に出発し、米国アリゾナ、ボ
ストンを舞台に行われた第 35 期海外研修は 10月
10 日に全員無事に帰国することができました。お
りから日米両国とも新型インフルエンザが蔓延し
た時期であり、一時は中止さえも視野にもいれまし
たが、幸いにも深刻化せず、関係各位のご協力を
得ながら修了することができました。
　最初に訪れたアリゾナは、どこまでも続く茶色
い砂漠とサボテン、遥か遠くに断層剥き出しの高
地、昔懐かしい西部劇の舞台しか馴染みの無い
米国の郡部です。昼間は激しい日差し、ベッドに
はいれば時折通る長距離貨物列車の響き渡る警
笛、食事も慣れぬメキシコ料理が中心、食事の帰
りにはスカンクに遭遇するなど、異文化生活に少々
一同緊張気味の日々を送りました。ほとんどの時
間をココニノ郡での研修に費やし、余暇を楽しむ
余裕などありませんでしたが、近所のコインランド
リーでの洗濯にチャレンジしたり、コンビニで買っ
た見慣れぬ飲み物や食べ物に目を丸くするなど、
それなりに楽しんでくれたようです。
　ボストンは、日本でもよく紹介されるお馴染み
の土地柄で、在住の日本人も多くて食事も美味し
く、団員各位も互いに親睦も深まり、研修の合間
を縫っては冗談を言う余裕も出てきました。連日
行われたホテルから至近のトラウマセンターと往復
以外に限られた時間ですが、お土産を買いに出た
り、ボストンレッドソックスの本拠地フェンウェイ・
パーク球場を見学したりもできたようです。
　さて「海外研修」と言えば、のどかに視察、あ
とは観光とのイメージが強いと思いますが、弊財
団での研修はいささか趣を異とします。講義をそ
の場で議事録としてパソコンで作成する係、VTR
で撮影する係、写真映像を残す係と役割分担し、
終了後にはホテルで講義内容の確認と疑問点の
整理、翌日行う質問の整理を行います。議論は時
として深夜におよび、担当の方は睡眠不足気味と
なるも、講義は連日続き、寝るわけにもいかず…。
帰国しても苦行は続きます。本書は団員全員で章
別に担当し執筆しています。それぞれが業務の傍
ら執筆を行い、編集会議で持ち寄り、モレ、ダブ

りのチェック、表記の統一を図りながら一冊の本
を創りあげる共同作業です。毎日を子どもたちと
泣き笑いをともにする児童福祉施設第一線の団員
の方々の声の集大成、本年も無事の完成をみるこ
とができました。
　団員各位のご尽力に心より御礼申し上げますと
ともに、この共同作業の完成にお祝い申し上げ
ます。今回の研修と本書の刊行の対価として、第
35 期団員は生涯の友人、ライバルを持つことがで
きたと思います。
　そしてまた本書をお読みいただいた方々に少し
でも新たな気づきを提供できれば幸甚に思いま
す。更に、これから本研修の参加を考えている方
の後押しができれば幸いです。
　米国は概して「大雑把な国」との印象を持ちま
すが、今回研修で感じたことは必要・十分な福祉
サービスが提供されていることです。ギャンブルや
薬物に依存している親には、現金では無く、一部
ミルクや卵など生活物資のクーポンを渡している
など、子どもの命に焦点をあてた行政サービスがな
されているなど、細やかなサービスが行われてい
るのには驚かされました。それはこの国が絶えず
新しい流入民族を迎えており、民族は変われど絶
えず米国の増加人口を支えてきたからなのかもし
れません。これら人口が急増する流入民族の子ど
もたちが健やかに育ち、税金を納める国民となる
か、それとも治安の悪化を招き税金を消耗するの
か、何世代にも亘りこの国は身をもって体験してい
るのでしょう。これら米国の実態を垣間見た第 35
期の研修団員各位が、それぞれ所属する児童福祉
施設の第一線で日本が抱えるさまざまな課題に正
面から取り組んでいただくことを心より願います。
　なお、末筆ながら、細かいお心遣いを発揮され、
団員各位を分け隔てなく励ましていただいた永野
良子団長、研修内容を判りやすく解説を加えなが
らの通訳、翻訳を務めていただいたヘネシー・澄
子先生、おふたりのおかげで、厳しくも終始笑顔
が絶えず、有意義な研修を行うことができました。
この場を借りまして御礼申し上げます。

事務局報告
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・集　合
・成田発　NH008　　（機中泊）

・サンフランシスコ着（入国審査）
・サンフランシスコ発　UA5824
・フェニックス着 ⇒ 専用バス
・ホテルチェックイン（Holyday Inn Downtown）
・オリエンテーション ＆ 夕食

・ホテル発 ⇒ 観光をかねて研修地フラッグスタッフへ移動（バス）
・フラッグスタッフ　ホテル着（Hampton Inn）
・夕食

・講義：「健康な家族アメリカの概要」
・昼食
・家庭訪問観察
・終了

・講義：「脳とトラウマ」
・昼食
・家庭訪問観察
・終了

・演習：「長所に焦点を当てる戦略Ⅰ」
・昼食
・家庭訪問観察
・終了

・ホテル発
・ツーバ市のナバホ・ホピ・インディアンの健康な家族プログラム
　の視察（テレサ・ホナニ所長）
・ホテル着

・演習：「長所に焦点を当てる戦略Ⅱ」
・昼食
・フラッグスタッフメディカルセンターの保育園観察
・HFAzの支援対象となる両親を櫛分け面接調査の観察
・終了

14：30
17：10

10：30
12：45
14：44
16：00
18：00

  9：00
16：00
18：00

  8：30
12：30
13：30
16：30

  8：30
12：30
14：00
16：30

  8：30
12：30
13：30
16：30

  8：30

16：30

  8：30
12：30
13：30
15：30
17：00

9／26（土）

9／27（日）

9／28（月）

9／29（火）

9／30（水）

10／1（木）

10／2（金）

月／日（曜） 時　間 日程と研修概要

研修スケジュール
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・グランドキャニオン国立公園観光
・フェニックスホテルチェックイン（Holyday Inn Downtown）
・夕食

・ホテル発 ⇒ フェニックス空港へ
・フェニックス空港着
・フェニックス発　UA653
・シカゴ着
・シカゴ発　UA542
・ボストン着
・ホテル着（Holyday Inn Brookline）
・夕食（※）

　　　　　　　　　終日フリー
・夕食

・講義：「トラウマと脳」
・昼食
・講義：「トラウマの発達への影響と愛着･自己制御･能力の概念」
・終了

・講義：「親と子の相互作用セラピーの紹介」
・昼食
・技術研修：「トラウマを受けた人たちから学んだヨガ」
・終了

・演習：「表現技術、感覚動作、感覚の統合による、
                                   　   児童のトラウマへの介入」
・昼食
・演習：「児童のトラウマ介入に協力的劇作と演劇を導入する方法」
・終了
・研修終了パーティー

・ホテル発
・ボストン空港着（出国審査）
・ボストン発　UA205
・ワシントン着
・ワシントン発　NH011　           （機中泊）

・成田着　（解散）

  8：30
19：00
20：00

  7：30
  8：30
  9：58
15：15
18：05
21：23
22：30
23：30

18：00

  9：00
12：00
13：00
16：30

  9：00
12：00
13：00
16：30

  9：00
12：00

13：00
16：30
19：00

  6：00
  7：00
  8：21
10：00
12：20

15：25

10／3（土）

10／4（日）

10／5（月）

10／6（火）

10／7（水）

10／8（木）

10／10（土）

10／9（金）

月／日（曜） 時　間 日程と研修概要
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アリゾナ州はコロラド川の南部及び東部に位置し

メキシコ合衆国との間に国境線を有している。北

東部にはインディアン保留地があり、インディアンの

人口がアメリカ合衆国内の州で2番目に多くなって

いる。

2008年のアリゾナ州の人口は約650万人（男性

49.9％、女性50.1％）、平均年齢は34.2歳となっ

ている。アリゾナ州は老後の生活に適していること

で有名であり、退職後の移住者等、アメリカ内外

から移住者の増加が目立っている。特にアリゾナ

の首都フェニックスの人口は毎年増加し、全米でア

メリカ人が引っ越して来る都市ランキングの4位。

アメリカの大都市ランキング、第5位にランクインし

ている。またフェニックス周辺のマリコパ郡は産業

の発展が全米で最もめざましい地域であり、アリ

ゾナ州のいくつかの街が住みやすい街として紹介

されている。2003年の国勢調査によると、アリゾ

ナ州の人種の割合は1位白人、2位ヒスパニック（ラ

テン系アメリカ人）、3位アメリカ・インディアン、4

位アフリカ系アメリカ人、5位アジア系アメリカ人と

なっている。アリゾナ住民の74.1％は自宅で英語

のみを話し、他にはスペイン語、ナバホ語、自然

な北米語、ドイツ語等も常用語として多く話され、

多様な文化が混在している。アリゾナ州はサボテ

ンを含む砂漠の風景が有名であり、また非常に暑

い夏及び温暖な冬としても知られている。アリゾナ

州の砂漠は低い位置にあるのに対して、州の北部

と中央部は高地となっており、松など常緑樹で覆

われている。アリゾナ州は多様な地形上の特色を

有し、モニュメントバレー（何千万年かかかって高

地の表面が削り取られ、赤茶けた原野の中に、巨

岩が点在し不思議な景観を作り出している）や、世

界遺産にも認定されているグランドキャニオン（最

高地点2,690m、東京都の2倍以上の面積）、コロ

ラド川の流れが作り出した大峡谷（全長446km、

幅6～29km、深さ1.6kmに及び、谷底の地層は

20億年前のもの）、世界で2番目に大きい人造湖の

パウエル湖、北アメリカ大陸で最大の広さのソノラ

砂漠、世界で唯一の完全な円の形を保ったクレー

ター、先住民が聖地と崇めてきた土地であり、神々

が住んでいると考えられていた、セドナ（地球の磁

力が強いポイント“ボルテックス”があると言われて

いる）など、さまざまな観光名所も知られている。

●アリゾナ州の概要
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大西洋に面したアメリカ北東部に位置する。人

口は643万人、面積は27,337km2で、マサチュー

セッツ湾やケープコット湾をはじめとして、複数の

大きな湾を持つことからBay State（湾の州）として

知られている。マサチューセッツという名称は、イ

ンディアン部族のマサチューセッツ族の名称に由来

し、「大きな丘のふもと」あるいは「青い丘陵の地」と

いう意味をもつ。マサチューセッツは、1788年にア

メリカ合衆国の6番目の州となり、現在では6州か

らなるニューイングランド地方の政治、経済、文化、

観光の中心地となっている。

州都はボストン。ニューイングランドの首都とも言

われるボストンは、ヨーロッパからの移民が築き上

げた街で、17世紀の面影を色濃く残すレンガ造り

の街並みが印象的である。アメリカ独立の舞台に

もなり、自由のために立ち上がった人々の足跡を

たどることができる。市内及び周辺地域には、ア

メリカ最古のハーバード大学やマサチューセッツ工

科大学など多くの大学があり、高等教育の中心地

であるとともに、医療の中心地でもある。また、ボ

ストン美術館やボストン交響楽団に代表される、芸

術や音楽の都としても知られている。野球球団の

レッドソックスと、そのホームグラウンドである全米

最古の球場のフェンエイパークもあり、長く豊かな

歴史と活気に呼び寄せられて、年間1,630万人の

観光客がボストンを訪れている。市の経済を支える

のは、研究、エレクトロニクス、エンジニアリング、

金融、テクノロジーなどである。面積当たりの職の

数では、ニューヨークとワシントンD.C.に次いでい

る。世界の住みやすさランキングで上位に入ってい

る人気の都市である。

●マサチューセッツ州の概要

 



  Ⅰ
  ニュージーランドの歴史
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児童悪待遇について、一番最近の統計はアメリ

カ連邦政府の児童局で出したChild Maltreatment 

2007 （Children's Bureau, US Dept. of Health & 

Human Services, 2009. www.childwelfare.go/

can/）である。このレポートでは、児童悪待遇を医

療的放置・放置・身体的虐待・精神的虐待・性的

虐待と一つ以上の悪待遇に分け、第一章で2003

年から2007年までの比較で、2003年には1,000人

に12.2人の子どもたちが悪待遇を受けていたが、

2007年ではそれが10.6％に減っているとうたって

いる。もう少し長期の「児童に対する犯罪調査」

をしているニューハンプシャー大学では1992年から

2006年までの統計の分析で、アメリカ50州と首都

ワシントン市（ワシントン市はどの州にも属さないで

独立しています）の内48州で、性的虐待が53％減

り、身体的虐待が48％減っているとし、この理由

を長期にわたるアメリカの経済の良好状態と、それ

に伴うサービスの向上、一般の人たちの児童悪待

遇に対する知識と関心が高まったことを挙げている

（www.unh.edu/ccrc/index/html）。

2008年半ばのサブ・プライム・ローンの問題か

ら始まって、2009年にかけてアメリカをはじめ世界

に経済恐慌が起こっている。上記の研究で実証さ

れているように、児童悪待遇という社会問題の減

少・上昇は経済状況と正比例するため、これは私

の推察だが、現在では児童悪待遇を受けている子

どもたちの数は各州で上昇していると思われる。

またサービスに対する予算も削られているので、現

在は児童福祉の危機的時代とも言える。そのため

ここに掲げる2007年の統計はアメリカの最新児童

福祉事情と言えないかも知れない。しかし悪待遇

を受けた子どもの絶対数は変わっても、被害者の

年齢・人種・悪待遇の種類・加害者との関係など

の比率は長期にわたって変化していないということ

なので、あえて2007年の例をここに紹介する。

まず悪待遇を受けた子どもを年齢別にみると、

0歳から3歳までが31.9％と一番多く、次に4～7

歳（23.8％）、8～11歳（19％）、12～15歳（18.5％）、

16～17歳（6.1％）と年齢が高くなるごとに減って

いく。1歳から3歳までの内訳は、1歳未満が全

体の12％、1歳が7％、2歳が6.6％、3歳が6％で、

悪待遇の種類としては、1歳未満では59％が放置

で13.1％が身体的虐待となっている。

1歳未満の赤ちゃんに対する悪待遇をもう少し詳

しくみると、2007年に91,278人の赤ちゃんが悪待

遇を受け、このうちの40％が生後1カ月未満であっ

た。更に、この40％の内84.3％が1週間未満、そ

の68.5％が医療放置で産院や医療機関からの通報

で児童保護サービスがかかわったケースであった。

この場合の医療放置と言うのは、ほとんどが母子

ともに麻薬依存症になっているか、母親の飲酒の

影響で、胎児アルコール症候群の症状があった新

生児である。母親の薬物乱用が乳児に対しての危

険要素であることが分かる。

アメリカは多人種の国なので人種別の統計が出て

いる。これはあまり日本には関係がありませんが、

アメリカを知るために必要な知識なので紹介する。

まず悪待遇を受けた子どもたちの内、46.1％が白

人種で、21.7％がアフリカ系アメリカ人、20.8％が

ヒスパニック（スペイン語を話すメキシコ系アメリカ

人やプエルトリコ人など）で、1.2％がアメリカンイン

デイアンです。ちなみにアジア系は0.9％である。こ

1　アメリカの児童悪待遇問題の現状

アメリカの最新児童福祉事情と
健康な家族アメリカ（HFA）運動との関係Ⅰ

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

      　ヘネシー・澄子  （コロラド州在住）



12

の統計を児童の全体数から悪待遇の頻度を割り

出すと、白人の子どもの絶対数が多いために悪待

遇を受けた白人の子どもは1000人に9.1人だが、

アフリカ系アメリカ人の子どもは1000人に16.7人、

ヒスパニックは1000人に10.3人、アメリカンイン

デイアンは1000人に14.2人と、マイノリテイー（少

数民族）の子どもたちの比率が高いことが分かる。

これはマイノリテイーの人々の経済状態が、マジョ

リテイーの白人たちのレベルに達していないことを

示している。

悪待遇での死亡率を見ると、42.2％が1歳未満、

16.5％が1歳、10.7％が2歳児で、なんと75.5％

が4歳未満。悪待遇の加害者は誰かと言うと、

80.1％が実の両親で、そのうち母親が38.7％。

父親が17.9％、両親一緒に悪待遇したケースが

16.8％となっている。また母親と実親でない人

が加害者だったのは5.7％で、父親と他の人の場

合が0.9％であった。死亡に至らしめた加害者の

69.9％も実の親たちで、このうち27.1％は母親一

人で死亡させたのである。加害者の性別を見ると、

女性が56.5％（45％は30歳以下）で男性が42.4％

（34.5％が30歳以下）で、若い女性が多いという

ことが分かる。

このような統計をみると、児童の正常な成長を

阻む危険要素が浮かび上がってくる。1歳未満か

ら3歳にかけての成長段階が悪待遇を一番受け

やすいこと、貧困や経済的ストレス、若い両親、

母親の薬物乱用、母親の孤立なども危険要素で

あることで、出生すぐ（できれば妊娠期）からの

早期の支援が必要であることがよく分かる。

1962年に「被虐待児症候群」という本を出版し、

児童虐待の実情を世間に訴えた小児科医のヘン

リーケンプ博士は、虐待放置をどのように予防する

かさまざまな試みをコロラド州立大学の大学病院

で行った。その中で一番効果があったのが、子育

てを済ませ、その子どもたちが巣立ち、社会に貢

献できている母親たちを選抜して、訓練を与え、

若くて、子育てに不安を抱えている20組の家庭に

「子育て支援ボランティア」として一年間定期的に

家庭訪問をさせたことである。研究のために同じよ

うな20組の家庭を選び、1年後に比較したところ、

支援訪問を受けた家庭では児童虐待・放置がゼ

ロであったのに、訪問を受けなかった家庭の72％

に虐待・放置の問題があった。ケンプ博士の協力

をうけて、1975年から「ヘルシー・スタート（健康

な出発）」という早期からの子育て支援サービスを

始めたハワイ州では、児童悪待遇を半減させたと

いう統計が出て、1991年には連邦政府児童虐待

放置対策委員会が、「早期からの長期にわたる子育

て支援訪問が、児童虐待放置を予防するために、

唯一推薦出来る大切な方法である」と言う発表をし

た。1990年代には各州で子育て支援訪問プログ

ラムが始まり、米国疾病対策センターの地域予防

サービス委員会は2003年に、「子育て支援訪問サー

ビスは平均40％児童悪待遇を減らす」と述べ、更に

「このサービスの内、トレーニングを受けた訪問者

を使用し、長期間にわたって訪問を行うプログラム

は、子どもに対する暴力の減少に多大な効果をあ

げている」ことから、乳幼児期の子育て支援家庭

訪問のサービスの質の向上を奨励している。

2　アメリカが推進する児童悪待遇対策
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子育て支援のための家庭訪問プログラムには

大体6つの流れがあり、その中で一番効果をあげ

ているのが「前期のヘルシー・スタート（健康な出

発）」から始まった「ヘルシー・ファーミリーズ・アメ

リカ（HFA）」運動と、デヴィッド・オーズ心理士の

始めた「ナース・ホーム・ビジテーション・プログラ

ム」である。オーズ博士のプログラムはコロラド州デ

ンバー市に本部を置き、看護師だけを訪問者とし

て使う非常に効果的な訪問プログラムで、いろいろ

な賞を与えられている。現在アメリカ20州で試み

られているが、問題はコストでこのプログラムを受

けている家族はたった2万家族である。

もうひとつのHFAは1992年にシカゴに本部を

置く「プリベント・チャイルド・アビューズ・アメリカ

（PCAA）」という団体が、ロナルド・マクドナルド

財団の助成金を得て、ハワイの「ヘルシー・スター

ト」をモデルとした訪問プログラムをアメリカ各地に

広げようとした運動である。この助成金で、各州か

ら二人ずつの代表を招き、ハワイでカンフェランス

が開かれたのが1992年。1994年には50以上の団

体が訪問プログラムを始めたため、その質を懸念

した人たちにより、「効果ある子育て支援家庭訪問

に欠かせない要素」をさまざまな研究から引き出し

て、12の欠かせない原則を1996年に打ち出した。

シカゴのHFA本部は、直接訪問プログラムは行わ

ず、各地の実践されているプログラムやサービスを、

この12重大原則に沿って認可している。そして各

州や地域でサービスを行う人たちを訓練するトレー

ナーたちの訓練を行って、一貫した良質の訪問がお

こなわれるように査察している。現在アメリカでは

35の州にHFAのプログラムサイトがあり、カナダを

入れて400以上プログラムがHFAから認可されて

いる。ハワイ・オレゴン・アリゾナ・ミシガン・フロ

リダ州などは州自体でHFA認可の子育て支援訪

問プログラムを実践して、児童悪待遇の減少に効

果を上げている。

HFAとオーズ博士のプログラムの違いは、後者

は訪問者を看護師だけに絞っているが、HFAは職

業より、訪問者の持っている人柄と、子ども関係

の仕事の経験を大切にしていることである。そのた

めにHFAの訪問者にはソーシャルワーカー・保育

士・教師などの資格を持つ人たちも多く、スーパー

バイザーには看護師やソーシャルワーカーが多い。

HFAの原則の一つが訪問者の訓練で、定められ

た1週間の訓練をHFAから資格を与えられたトレー

ナーから受ける必要があり、1年以内に既定のカリ

キュラム（例えば「児童虐待・放置」「哺乳の知識」

など）を地域の短大などで習得することで、訪問者

全部が同じ基礎知識と技術を持つよう配慮されて

いる。このため、HFAから認可されたプログラム

の効果は大きく、2008年にはオレゴン州だけでも

のべ1万家族が訪問を受けて、児童虐待・放置を

半減したという実績を上げている。家庭訪問の目的

は家族を地域のさまざまな医療・教育・職業訓練な

どの資源につなげ、親子の人間関係を親密にし、親

に子どもの発達を促す遊びや本読みを指導すること

や学校に行くための準備をすることなどで、州は1

家族当たり＄2,500（225,000円・ 1＄＝90円）の予

算を郡に与えて、ヘルシー・スタートプログラムを

運営させている。

3　児童悪待遇問題に果たすHFAの役割
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日本では2008年に「今日は赤ちゃん事業」と「養

育支援家庭訪問事業」が児童福祉法に組み込ま

れ、出生から4カ月までの間に全部の赤ちゃんが

訪問を受ける機会が出来た。これはとても画期的

な政策なのですが、問題は「誰」が「何を目的に」「ど

のように」訪問するかは、地域の行政に任されてい

ることである。愛知県や長野県の池田町のように、

児童問題に長年情熱を傾けたリーダーたちがいる

ところは、この法律をつかって効果的な子育て支

援家庭訪問の組織作りや、訪問者の訓練に乗り出

しているが、まだ訪問も始まっていない地域もある

ようだ。今までにも実践されていた「問題がある赤

ちゃんを持つ家庭」への保健師による訪問は、医

療問題が中心であったのと、親が叱られるのを恐

れて訪問を受け入れないこともあったと聞く。これ

からの家庭訪問で大切なことは、親を「指導する」

ことでなく、親との信頼に基づいた人間関係をつく

り、親の「長所」に焦点を当てて、褒め励ましなが

ら、新しい子育ての知識や技術を伝授していくこ

とで、このためにはHFAのように一貫した訪問者

の訓練が必要になる。少子高齢化が日本の社会問

題になっている現在、生れてくる子どもを一人ひと

り、親が大切に育てられるための支援の組織を、

近年中に確立するのをお手伝いしたいというのが

私の課題と願いである。

もうひとつは、児童悪待遇の被害者となった子

どもたちの癒しの問題である。虐待された子どもを

保護して、里親宅（日本では児童養護施設など）

で養育するのはアメリカでも同じだが、親子の再統

合のために、親に対する怒りの管理の訓練や親自

体が持っている被虐待児としての成育歴とその治

療などは日本ではなされていないようである。ほと

んどの子どもは実親に育てられたいと願っている。

親をまず癒してから、親と子の間の愛着関係の修

復が出来る治療センターの必要性を感じているの

は私だけだろうか？今回トラウマセンターで研修し

た時、発育途上で受けたトラウマ障害の治療の最

初が愛着の絆の修復であった。児童悪待遇の子

育ては世襲するので、どこかでこの悪循環を断ち

切らねばならない。親と子を一緒に癒せるセンター

の設立、これもアメリカから日本を眺めて私が切に

望むものである。

4　アメリカからみる日本の児童福祉の課題と期待
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  Ⅰ
  ニュージーランドの歴史

★

★ 健康な家族アメリカ（HFA）の概要と
アリゾナ州の活動Ⅱ

1.1  活動目的

健康な家族アメリカ（Healthy Families America

以下HFAと表記）は、アメリカ全土を中心に家庭

訪問事業を通じて肯定的な育児を促進し、子ども

の健全な心身の発達と子どもへの虐待とネグレクト

を予防し、その子どもたちが将来的に社会に貢献

できるように養育することを目的としている。

1.2  HFAの歴史

1970年代にケンプ博士＊の新生児家庭訪問の研

究結果をもとに、ハワイ州がケンプ博士をコンサル

タントに迎え、「健康な出発」プログラムを始めた。

プログラムを実施している市と実施していない市と

の児童虐待の比率が大きく違っていることが実証さ

れ、1980年代には、ハワイ州全体で「健康な出発」

プログラムが実施される。その後、1989年にニュー

ヨークタイムス紙で、虐待予防に効果のあるプログ

ラムとして評価され、当時児童虐待が非常に増えて

いたこともあり、アメリカ各州から問合せ・見学が

殺到した。その理由としては1990年初めには各州

で児童虐待防止活動の一環としてさまざまな団体

が新生児の家庭訪問事業を始めていたが、その効

果が一定ではなかったからといわれている。

そのため、シカゴに本部を置く児童虐待予防ア

メリカ（Prevent Child Abuse America,以下PCAA

と表記）はマクドナルド慈善基金と共同で、家庭訪

問事業の質を向上させるためのプログラム「健康

な家族アメリカ（HFA）」を始めた。1991年にハワ

イの「健康な出発」とPCAAが合同で会議を開催

し、1992年1月には30州が会議に参加するように

なる。2年目になる1993年には、40ほどの団体が

HFAプログラムに関係した訓練を実施していたが、

1994年に各プログラムのリーダーが集まり、HFA

本部に認定基準を作ることを要請し、査定・認定

制度基準が設けられる。1996年に12の重大原則

に基づいた認定過程についての調査があり、1997

年に認定制度がスタートする。

アメリカではNPO法人などが州からの委託を受

けて各種活動を推進していることが多いが、各団

体がHFAのプログラムを利用するためにはHFA本

部の認可が必要となる。認可に当たっては活動実

績報告・認可システムに沿ったプログラム内容でな

ければ本部からの認可がおりず、利用することが

できない。州などが実施する場合は第3者評価機

関が設置され、それ以外の認定機関についてはシ

カゴにあるHFAが認定を行い、評価を組み込むこ

とになっている（図1参照）。

スタッフ研修の実施、認可制度の採用により

HFAのプログラムは高い質が確保されたプログラム

であるとの評価を受けている。

1　健康な家族アメリカ（Healthy Families America：HFA）の概要

＊ ケンプ博士について
H.Kempe：1960年代コロラド州立大学付属病

院小児科部長として勤務。1960年代初頭に入院
している子どものケガが偶発的なものでないとし
て、地方検事と接触し始める。1962年に「被虐
待児症候群（The battered child syndrome）」を
提唱し、医学用語として定着させる。アメリカの
虐待研究の先駆者。

図 1　HFAの運営システム

マクドナルト慈善基金 児童虐待予防アメリカ 

健康な家族アメリカ（HFA)1992年 

 

共同設立 
 

スタッフ養成 実績報告 
 ・認可システム 

州・市など 
第3者評価機関を置く 

認定機関（NPOなど） 
評価を組み込む 
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1.3  アメリカにおけるHFA 推進状況

現在、アメリカ35州（図2）、カナダにおいて405

以上の事業団体がHFAの認可を受け活動してい

る。アジアでもフィリピンが実施をしており、ヨー

ロッパ、南アフリカなども関心を持っている。（2006

年度第32回資生堂児童福祉海外研修で報告され

たオレゴン州「健康な出発」は2007年6月に認可

を受けている）

図 2　アメリカ各州におけるHFA 推進状況

1.4  到達目標

（1）家族に支援の手を差し伸べる

支援を必要とするすべての家族に対して、

HFAが持つサービスや地域の社会資源につな

げていくとともに、そうした家族に対して親業

の情報を提供する。

　

（2）肯定的な親子関係を支援する

子育ての知識が乏しい両親と子どもの育ちを

同時に支援する。そのため親に対して体罰を行

わないしつけ方や意思伝達の方法（暴力や暴言

ではなく、共感を高める方法）を教えていき、肯

定的な人間関係が結べるように子育て技術を教

えていく。その際子育て支援ワーカーが親子関

係の良きモデルとなる。

　　

（3）子どもの健康な発達を促進する

医療面（予防接種やかかりつけの医者を持っ

ていることなど）、家庭内での安全面、発達テス

ト（身体の発育のみでなく、情緒面、社会性も

含む）でチェックを行う。家族関係は新生児のみ

ではないため、父母（保護者）のニーズに合わせ

て、家族全体について行う。

（4）家族の機能を促進する

親の価値観を知り、親と子育て支援ワーカー

の信頼関係を醸成しながら家族機能を促進す

る。具体的には家族の問題解決技術、怒りやス

トレスの管理技術、社会的支援を得るための技

術を促進する。

1.5  なぜ家庭訪問事業なのか

HFAでは家庭訪問を通じてリスクの高い家庭を

きめ細かく支援し、虐待予防、虐待数の減少に

成功している。

今回の研修において「HFAの家庭訪問が有効

な大きな理由」として講師は以下の4点をあげて

いた。

①赤ちゃんは子育ての手引きや説明書をもって

生まれてこないから
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②初めて親となった人たちは何らかの助け（情

報・コネクション・支援）を必要としているから

③早い時期における投資(支援)は未来の社会

で還元できるから

④今1ドル虐待予防に使えば将来社会保障に4

ドル使わなくてもすむと言われているから

アメリカ的発想ではあるが、しかし実に合理的で

あり、少しでも被虐待児を生まない方策でもある。

日本で近年スタートした｢こんにちは赤ちゃん事業｣

の先駆的なもので大いに参考になる考え方もある。

この事業は子育て支援ワーカー自身が子どもを

直接育てるのではなく、ハイリスク家庭の親の価

値観を変えることを基本として、親自身が良い育て

られ方を体験していなければ良い育て方はできな

いという理論に基づいている。スーパーバイザーか

ら長所に焦点をあてた支援方法を学んだ子育て支

援ワーカー自身がスキルを高め、親業の見本となる

ことで、親の子育て技術を向上させていく。

第一の目的は虐待防止・ネグレクトを無くすこと

と、子どもを健全に育てることであり、家庭の文化

に丁寧にアプローチすることで虐待予防、子ども

の健全な発達へと繋げていくのである。

1.6  なぜ家庭訪問は効果があるのか

家庭訪問が効果的な要因としてやはり、以下の

4点があげられた。

①家族の生活環境内で行うため親の情緒が安

定する

②自宅なので親が主体的に動ける環境にいる

③孤立している親に対してこちらから接触できる

④家族を地域の社会資源に連結できる

訪問に際しては、プログラムを開始する前にまず

目標作りのために、アセスメントを行い、親自身が

「自分はここを変えたい」と言ったことが大きな目

標となる（チェンジホープ）。「私は暴力を振るわな

い親になりたい」など、専門家からの提示ではなく、

親自身が「こうなりたい」と言ったことを目標とする。

それを軸にして親がどのような親でありたいのか、

そのためにはどうしたら良いのかを定期的な訪問

を通じて、確認したり、相談を受けたりするのであ

る。また、このプログラムをスタートする際は契約

書（付表5  P152参照）を交わしており、親自身が

必要としてこのプログラムを開始するのだという意

識を持って取り組む体制ができている。また、同

じ子育て支援ワーカーが定期的に家庭訪問するた

め、信頼関係を築き易く、本音で相談したり、や

り取りすることが可能となる。家族にとって家は社

会からの安全基地であり、そこに他人が踏み込む

には信頼関係が何よりも必要不可欠となる。アメリ

カは日本に比べて初対面でもフレンドリーに接し、

オープンな印象であるが、同じアメリカ国内、同じ

州の中にもいろいろな文化があり、移民して来てい

る家族や、民族性の強い家族とも信頼関係を作る

ためには多くの工夫がなされている。自分の文化を

押し付けるのではなく、まず相手を理解すること。

それに合わせて必要なことを誠実に提供していく

のである。そのことが閉じこもりがちな親の心を開

き、親の心の安定に繋がり、虐待の防止に繋がっ

ているのである。これは、こちらから出向く方法を

とっているからこそ出来ることである。

また、子育て支援ワーカー自身の体験談など、

プライベートな体験も必要があれば話し、共感し

あう中で信頼関係を築いている。母と子育て支援

ワーカーの絆は非常に強く、人と人との繋がりとし

ての家庭訪問は大変温かく、どの家庭の文化も尊

重しつつ、虐待防止できるこのプログラムの守備

範囲の広さと素晴らしさを目の当たりにすることが

出来た。これには、一人ひとりの高いプロ意識や

専門性を基本に、それぞれが子どもの年齢に合わ

せた発育知識、保健所など社会資源の活用方法

から寝付かない子どもに何を飲ませたら良いかなど

の生活の知恵まで、幅広い知識を持ち合わせ、心

を閉ざした人へもアプローチをしていく高いコミュ

ニケーション能力や柔軟性があることが基本となっ

ている。そのようなかかわりの中で対象の家族が
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子育て支援ワーカーを信頼している様子は、利用

者対援助者というよりも、何でも話せる友人もしく

は家族のようなかかわり方になっている。また、子

どもと一緒に遊ぶことの大切さ、子育ての楽しさ

を伝えつつ、親自身の生い立ちの問題にアプロー

チし、親自身の心のケアをする。それは何よりも大

きな虐待防止への近道であろう。このように、しっ

かりとした信頼関係の上に立って、継続的にかかわ

り続けることで大変細やかなケアができ、この事

業が虐待防止に大変有効なものになっている。

1.7  なぜ乳幼児期の支援がそんなに重要なのか

①人間の脳が一番発達するのは0歳から5歳。

その中でも一番発達が大きいのは0歳から2

歳。生まれた時から脳が2倍にまで成長する

時期であり、その間にその子の基礎ができる

②この時期に考える、学ぶ、他の人に同情、共

感するなどの能力が発達する

③学習上の問題（不登校、少年犯罪、読み書き

ができないなど）もこの揺りかごから始まる

また、親にとっても第1子を妊娠している時や出

産直後が一番不安感が募り、さまざまな情報を必

要とする時期である。この時期得た情報はスポン

ジのように吸収しやすいため、かかわり始めるのに

一番良い時期なのである。

人間には誰にでも人に支えられたい、情緒的に

受け止められたい、価値がある存在として認めら

れたいなど人間としての基礎的なニーズがある。乳

児は特に人はタッチされなければ育つことができな

いため、赤ちゃんなりに一生懸命にアピールするの

である。このような欲求を大人が充分に満たすこ

とで子どもの健全な脳の発達を促すことができる

のである。

しかし、虐待リスクの高い家族は、どなり声や、

指示命令、喧嘩はあるが、会話が成り立っていな

い。コミュニケーションの取り方がわからないので

ある。どのように意思伝達を行うかという技術を学

び、否定的なパターンが出来ている家庭に早期に

その技術を身に付けさせていくことが大切である。

大人になるまでその環境に慣れていた人でも、3年

かければ脳の働きの回路を変革することが出来る

とのことである。しかし、早期にかかわり始め、

良好な親子関係をとれるように早期改善を促すこ

とが最も重要なことなのである。
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はじめに
前項で乳幼児期の養育支援がいかに大切かを

述べてきたが、この項ではHFA事業の基礎理論と

もなる乳幼児の脳の発達状況について簡単に説明

する。

2.1  脳の体系

人間の脳は機能によって大きく3つに分けること

ができる。「生きるための脳」といわれる脳幹（中脳

を含む）、「感じる脳」といわれる大脳辺縁系、「考え

る脳」といわれる大脳である。（図1）

脳幹は生存に必要な呼吸・体温・心拍・血圧・

飲食・排泄・睡眠などの機能を司っている。

この機能が備わっていないと母親の体外で生き

ていくことができないので、胎児期から発達する。

大脳辺縁系は体外からの情報を体内に伝える機

能があり、乳幼児期に発達し、感情や愛着を作っ

ていく。

また、大脳は人間でもっとも発達した脳であり、

生存のニーズと感情を統合・意味づけする。

この脳幹・大脳辺縁系・大脳はお互いに連結し

て機能するので、「三位一体の脳」といわれている。

2.2  乳幼児期の脳の発達

人間は誰でも人間として基礎的なニーズを持っ

ている。それは以下の図のように、社会の中で生

きていく上で必要なニーズである。　　

この世に生まれてきた子どもの脳は0～5歳の間

で著しく発達し、0～2歳でもっとも発達する。

胎児期の間にできあがる脳幹の機能は、養育者

との密接な相互関係によって調節できるようになっ

ていく。生まれた時の乳児では感情は未発達だが、

その養育者との相互関係により、感情が育っていく。

乳児はニーズを満たしてもらえた時に、安心感・

安堵感といった感情を深め、不安や緊張感が和ら

ぎ、「自分は大事な人間である」と感じられるのであ

る。これが、大脳辺縁系の発達を促すのである。

さらに大脳では「私が泣くことによってみんなが

応えてくれる」、「大切な存在なんだ」、「価値があるん

だ」、「自分が何かをすることで誰かをコントロールす

ることができる」という意味づけをする。そして、「自

分がアクションを起こせば、いつでも聞いてもらえ

る」と理解し、その結果「待つこと」ができるように

なり、そこから信頼感が生まれるのである。正常な

環境で育った乳幼児の脳はこのように発達していく。

2　脳の発達と乳幼児期の発達

◎ 人に支えられたい
◎ 情緒的に受け止められたい
◎ 価値ある存在として認められたい
◎ 習得した技術と知識を使いこなしたい
◎ 他の人たちと人間関係を持ちたい

人間の基礎的なニーズ

乳児の
ニーズ

乳児の
行動 養育者の対応 乳児の

感情

空腹 ⇒

眠い ⇒ ⇒ ⇒

⇒ ⇒

痛い ⇒

泣く
安心

安堵
優しくゆすって
眠らせる

⇒ ⇒
痛いところを
さする

哺　乳

Cortex

大脳

Limbic
大脳辺縁系

Mid-brain
　　中脳

Brain 
Stem
脳幹

Survival
生存

Prenatal
胎児期

Emotions
感情・愛着

Prenatal - early 
childhood

胎児期ー幼児期

Infancy - early 
childhood
乳幼児期

Adolescence
思春期

Rational 
thinking
理性的思考

図 1　Hierarchy of the Brain 脳の体系
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2.3  トラウマを受けた脳

人は最初に結ぶ人間関係によって一生の人間関

係のパターンができあがってしまう。乳幼児期に否

定的な人間関係を持たされてしまった子どもはその

後もそのような人間関係しか作れなくなってしまう

危険性がある。

乳児にとって生存のニーズはみな同じであるが、

泣いてアピールしても無視される、誰もケアしてく

れない、泣いても泣いても怒られる、このような

経験を繰り返すと、乳児は大脳辺縁系で無力感・

恐怖感を感じ、それが怒りにつながる。それは不

安であり、安全感がないことを意味し、「うつ」へと

つながる恐れがある。そしてこのような感情ばかり

で育つと、「自分は周りをコントロールできない」「無

力である」と大脳が意味づけし、「世界が私をコント

ロールする。私はこの世界の被害者である。だか

ら、何かが起こっても自分の責任ではない。世界（他

人）が悪くて私は悪くない」という世界観を持つよう

になる。ニーズを満たしてもらえなかった乳児は養

育者から感情の調整をしてもらえなかったためにこ

のようにゆがんだ認識を持ってしまうのである。

このような被害感は正常な人でもストレス状態に

ある時に出てくることがある。

例えば、高速道路を運転しているところに、急

に他の車に割り込まれて前に出てこられたことを想

像してみる。

乳児の
ニーズ

乳児の
行動 養育者の対応 乳児の

感情

空腹 ⇒

眠い ⇒ ⇒ ⇒

痛い ⇒

泣く

無力感

恐怖感

怒り

何もしない・
怒る

乳幼児期に
ニーズを満たされた人

乳幼児期に
ニーズを満たされなかった人

脳幹レベル
＜身体＞

大脳辺縁系
レベル
＜感情＞

大脳による
意味づけ

ドキドキ・体温上昇・発汗 ドキドキ・体温上昇・発汗

恐怖・怒り 恐怖・怒り

あんな乱暴な運転をして
大丈夫かな？

（相手の心配をする）
自分は安全運転をしよう！

こんな目にあって自分は不幸だ！
相手が嫌がらせしてきた！
復讐しなければ！

＜高速道路を運転中にストレスを受けた時の例＞
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前図のように、脳幹・大脳辺縁系の状態は同じ

であるが、そこから大脳が意味づけをする時、乳

幼児期にニーズを満たされなかった人は、何も反

応しないか、激怒するかのどちらかである。これは、

乳幼児期にニーズを満たしてもらえなかった結果で

あるが、これがこの人にとっての生き残るための行

動であることを私たちは理解する必要がある。

そして、感情が育っていない人たちは「人間関

係という喜びがないから心の中が空っぽという感

じ」、「他の人たちとの連結がない」、「すぐ激怒する

ので、暴力を振るうような特異体質になる」という

「情緒的盲目」の状態になってしまう。

大脳辺縁系と大脳を結ぶ道が正常であれば、「身

体反応→感情→理性→決断・行動」とまっすぐであ

るが、トラウマを経験した生育歴ではこの道が歪

んでおり、問題があるとスピーディに処理できず、

行動も歪んだものになってしまうのである。

また、乳幼児期にニーズが満たされなかった人

の特徴として、「恒常性（Permanence）」、「不変性

（Constancy）」の面でも不適切な捉え方が見られ

ることがあると言われている。

例えば、アリゾナでは夏、車に子どもを置き去り

忘れてしまい、子どもが死亡する事件が起こるが、

これは子どもが嫌いというわけではなく、車に置い

ていることを認識できておらずその結果が、忘れて

いたということになるのである。

また、家庭訪問で子育て支援ワーカーが母親に

「30分後に行く」と電話で約束をして訪問するが、

訪問すると家にいないことがある。これは、その

母親が約束しても子育て支援ワーカーのことを覚え

ていないからである。

これらの人たちは「恒常性（Permanence）」の面

で問題があり、目の前に何か(誰か)がいないと認

識できないのである。

「不変性（Constancy）」の面においても、「私は私

で、いつも変わりはないというような、時と空間を

越えて人と自分を全体と（の中で）捉える能力」がな

いので、一貫性がない言動になってしまうのである。

このように深刻な虐待を受けた脳は正常な脳に

比べて発達の面でも明らかな違いがあることが科

学的にも証明されている。正常な脳では大脳・大

脳辺縁系：脳幹・中脳の割合は2：1になるのに対

し、トラウマを受けた脳は1：1で大脳と大脳辺縁

系の発達が不全になっている。

また、全体的な脳の容量も正常に発達をしてい

る子どもと極度の虐待を受けている子どもを3歳の

時点で比較すると、極度の虐待を受けている子ど

もの脳は正常に発達している子どもの6割ほどの大

きさしかなく、情報処理する神経回路が少ないの

である。（図3）

Nurturing early relationships�������	

Traumatic histories�
��������	�

恒常性

不変性

物体恒常性：目に見えなくてもそこに物体が
　　　　　  あると認識していること。

時と空間を越えて、人と自分を「全体」として
とらえる能力。

＝ 私は行動にかかわりなく、 私として変わりは
　ない。

人間恒常性：そこに人がいなくても、して
　　　　　  もらったことやその人を認識
　　　　　  していること。

図 2　大脳辺縁系と大脳の間のつながり



22

このように乳幼児期にニーズを満たされなかった

人の特徴から、乳幼児期の支援がいかに重要であ

るかが理解できるであろう。

2.4  必要となる健全な人間関係作り

（1）破壊と修復の概念

トラウマ的ストレスにいつもさらされて育った

人は、「破壊」だけを経験して「修復」を経験して

いない。 誰でも100％ニーズを満たしてもらう

ことはできないが、満たしてもらえなかった経

験（＝破壊）をなぜ満たしてもらえなかったのか        

話されたり寄り添われたりすること（＝修復）で

安心感を得られる。長所に焦点を当てた人間関

係をとるということは、常に「修復」に焦点を当

てているということである。

（2）追跡と逃避の概念

例えば、愛着障がいを抱える母親が赤ちゃん

をあやしている時に赤ちゃんが横を向くと、母親

は「拒否された」と感じ、さらにしつこくあやそう

とする。大きな喪失感を経験した人たちは、た

だ「在る」よりも大切と思う人を「追跡」しがちで

あるが、逆に子どもは情緒的に「逃避」してしまう。

（3）健全な人間関係

乳幼児期にニーズを満たされなかった人たち

の人間関係のとり方は前述したように不健全な

ものになってしまう。子育て支援ワーカーは、さ

まざまな家族とかかわる中で、親自身も虐待を

受けて育っているケースが多く、不健全な人間関

係に陥りやすい状況にある。HFAのプログラム

では子育て支援ワーカーと親との人間関係にお

いて、子育て支援ワーカーから親へ、親から子

どもへとつながる平行過程（Parallel Process）

を大切にしており、子育て支援ワーカーが健全

な人間関係のモデルになることが重要となる。

図4は不健全な人間関係を表したものである。

子育て支援ワーカーが「被害者」、「裁判官」、「救

助者」、「無実の傍観者」の位置にあるときは健全

な人間関係とはいえない。このうち1つでもその

役割に当てはまってしまうと、人間関係は不調に

なってしまう。なぜなら、子育て支援ワーカーが

これらのいずれかの位置にある時、家族と健全

なパートナーシップは結べないからである。

もしかすると、日々親や子どもと接している私

たちにも思い当たる節があるのではないだろうか。

Impact of Maltreatment on the Brain

Image from Bruce D. Perry, MD, PhD, The Child Trauma Academy

「被害者」
の位置

「裁判官」
の位置

「救助者」
の位置

「無実の
   傍観者」
の位置

相手に嫌われている、受け入れられてい
ないと感じる時。

自分が指示したことに対して相手が思う
ように動かない時。

相手に怒りを感じてしまう時。

相手の責任でやらせるのではなく、何で
も自分がしようとしてしまう時。

相手から助けを求められ、それに対応し
終わったと思っていたが、相手側は解決
したと考えておらず、相手から責められ
る。そして「あの時、ああすればよかっ
た」と思ってしまう時。

Victim Judge

Passive bystander Rescuer

図 3　正常な脳とトラウマを受けた脳との比較

図 4　陥り易い不健全な人間関係
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（4）体験するセラピー

セラピーでは大脳に働きかけているが、トラウ

マを受けた脳は大脳の機能が未発達のため、そ

こに働きかけるセラピーでは変化がない。トラウ

マの問題については脳幹・中脳に働きかける必

要がある。例えば、家庭訪問で子育て支援ワー

カーが親に赤ちゃんとの遊びを教えてあげ、遊

んで「楽しいよね」と親に声をかけてあげるだけ

でもセラピーになる。親はそのように遊んだ経験

がなく、親自身がその遊びに夢中になることもあ

る。そして、その感情に「うれしい」や「楽しい」

などの名前をつけてあげることで、親の大脳も変

化していくのである。

　

『気になる子   理解できる  ケアできる』　

ヘネシー・澄子著　

学習研究社　2006

（1）強みを基礎とする

後に詳しく述べるが、子育て支援ワーカーは

家族の持つ「強み」「長所」に焦点を当て、家族

の問題を「指摘」「指導」するのではなく、パー

トナーとして家族の思いや悩みを傾聴し、親が

持っている知識や技術の上に積み重ねを行って

いく。

（2）家族を中心とする

親こそが専門家であり、子どもにとって最初

の教師である。そして、家族の良好な人間関係

が子どもの健康な発達の基盤となる。そのため、

サービスは父親も含めた家族全体に提供される

必要がある（施設職員や里親であっても同じで

ある）。

父親が子育てに参加することは子どもにとっ

て大きな意味があり、①発育テストで良い点を取

る、②アルコール・麻薬・タバコなどを使わない、

③数学に優れる（女の子）、④自制力がある、

⑤不良行為やギャングに参加することが少ない、

と言われている。

そのため、HFAの家庭訪問では父親の同席

を歓迎している。

（3）家族の文化に敏感である

文化と言っても人種や民族だけでなく、習慣、

価値観、言語、年齢、性別といったものに目を

向けることで、文化は各家族に特有のものであ

ることを理解しておく。そして、子育て支援ワー

カーは自分が育ち、持っている文化を訪問する

家族に押しつけてはいけない。

（4）人間関係を基礎とする

成長と変化は人間関係を通して実現されるも

のであり、HFAでは子育て支援ワーカーと親が

パートナーシップ(対等な関係)を結ぶ。そうす

ることで初めて、子育て支援ワーカーは親に影

響を与えることができる。そして、親が子育て

3　HFA（健康な家族アメリカ)プログラム

3.1  HFAの哲学

強みを基礎とする 家族を中心とする

家族の文化に敏感である 人間関係を基礎とする

HFAの哲学

 参考文献
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支援ワーカーから学ぶ以上に、子育て支援ワー

カーが親から学ぶことも多くあるだろう。

また、下にあるパラレルプロセス（Parallel 

Process）の図はHFAのあらゆる活動に共通す

る根本的な考え方である。子どもに対して、親に

やって欲しい行動や態度を、子育て支援ワーカー

が親に取り、スーパーバイザーがそれを子育て

支援ワーカーに対して行うのである。

人々がお互いにやりあって欲しいとあなたが望むことを、
あなたは人になすべきである

パラレルプロセス

スーパー
バイザー

子育て支援
ワーカー

家族 子ども

その家族の価値観・
何が大切かを先ず
知ることによって

親の知識や技術を
増進することに
よって

問題点を正直に、でも
思いやりを持って
話すことによって

（親の）批判的思考
のやり方を伸ばして
あげることによって

変化（成長）の動機付けをする

3.2  長所や強みに焦点を当てた介入方法

（1）長所や強みに焦点を当てる

前述のように、HFAが行う家庭訪問は、家族

の長所や強みに焦点を当てた介入方法でなけれ

ばならない。なぜなら、褒められ、長所をサポー

トされることで、家族は「変わろう」「成長しよう」

と動機付けられるからである。これはHFAの最

も大切な概念である。

長所に焦点を当てた介入方法は、親にも子ど

もにも使える戦略である。この戦略を使われた

時、相手はそれを使われたとは思わず、自分自

身でできているような心地良さを感じるのである。

もし、弱みに焦点を当てた介入方法を行うと、

それは説教・指導といったものとなり、相手は

すぐさま拒否感を示し、司令塔となるべき前頭葉

（大脳）が働かなくなり、効果は期待できない。

例えば、必要と思われる資料を親に渡す、といっ

た方法がいつもいけないという訳ではないが、ト

ラウマを受けた親（または子ども）にそうした方法

をとると、すぐに前頭葉（大脳）の活動が行われ

なくなる。だから情緒的な部分（大脳辺縁系）

にアプローチして「自分でできている」といった

自信や心地良さを感じてもらい、それが前頭葉

（大脳）につながっていくことが大切なのである。

この戦略を積み重ねていくことで親（または子ど

も）は変わっていくことができる。

そのためには、親（または子ども）がどのよう

な良い行動をしていて、どのような知識を持って

いるのかを知っておく必要があり、それを増進し

ていくことが求められる。例えば、親に「これが

子どもをしつける5つの方法ですよ」と提示するの

ではなく、「あなたはどのような子どものしつけ方

を知っていますか（していますか）」と問うのであ

る。そうすることで今の親の知識や現状を知り、

その上で長所や強みに焦点を当て、親がしている

良いところを強めて積み重ねていくのである。
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そして、親（または子ども）に問題があった場合、

それを言わないのではなく、問題点を正確に、

思いやりをもって話すことが必要である。さらに、

対象物を見聞きしたままに受け取るのではなく、

客観的で分析的に吟味し理解する批判的思考の

やり方を伸ばしていくことも大切である。

これらのことを通して、親（または子ども）の変

化・成長の動機づけをするのである。

強みを基礎とする方法
〈福祉分野〉

親と訪問者がパートナーシップを
結ぶ

親の欲求・ニーズに焦点を置く

訪問者（職員）は親の能力の上に
積み重ねを行う

訪問者（職員）は家族が自分の
目標に到達するのを支援する

弱みを基礎とする方法
〈医療分野〉

訪問者（職員）が「専門家」

何が問題かに焦点を置く

訪問者（職員）は問題の原因を
見つけ出す

両親は問題をどのように「直さねば
ならない」か、お説教される

上図の左側は、親（または子ども）の脳が活発

に活動し、自ら「こうしたい」「これを知りたい」と

動機付けができる。それゆえに効果的である。

この方法は私たち福祉職の者にとって理解しや

すい。一方、右側はメディカルモデルであり医療

分野では有効である。つまり、有効であるかど

うかはその分野によって分かれるところである。

これまでにも、親（または子ども）の強みに

焦点を当てるという考え方を耳にしたことはあり

日々の実践の中で意識してきてはずだが、それ

でもやはり自身をふり返るとなかなかできていな

かったように思われる。それはなぜか、一度立

ち止って再考する必要があるように思う。

その意味で、次に示すHFAで大切にされてい

る信条は私たちに多くの示唆を与えるものになる

だろう。

●長所を基にした信条●

① あらゆる親たちはよい親になりたいと思っている。
② どの家族でも自分たちを良い家族であり誇りたく思っている。
③ 人は誰でも自分の行動と選択に責任がある。
④ 長所を強調することで（もっと習おう、改善しようとする）動機が強まる。
⑤ 個人や家族は自分たちに何が必要なのか（専門家が指摘しなくても）知っているのである。
⑥ 誰でも学んで変わる（成長する）可能性を持っている。
⑦ 生活上の問題がありながらも、誰でもが自分の生活の質を向上するのに使用できる長所や強みを持って
いる。

⑧ 長所を発見するのには探索の過程が必要である。
⑨ 解決したい問題を自分で選べば、人は問題解決にもっと責任を取るものだ。
⑩ 誰でも皆いま手元にある資源を最大限使って、できるだけのことをしているのだ。
⑪ 長所に焦点を当てることでその人たちを状況の「被害者」と見るより「生存者」として尊敬できるように
なる。

⑫ もっと多く期待すればもっと多くを得られるのだ。
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前記の信条はすべてHFAで大切にされている

信条であり、これらを基にサービスがなされてい

る。しかし、往々にしてこれらの信条を守ること

は困難となるが、これらを守らなければ良い人

間関係は築けない。船のいかりのように頭に留

め置かなければ良いサービスを提供し続けるこ

とは難しい。そのため、スーパービジョンを受け

たり、自分自身をふり返ることも必要になってくる。

もし、この信条を私たちの施設全体に取り入

れることができれば、施設内により良い人間関

係を構築でき、それがより良いサービスの提供

へとつながることだろう。

戦略として効果があるのは、良いところにター

ゲットを絞って強調することである。

親（または子ども）の行動に焦点を当てて、良

いところを強調して褒めると行動は変わってく

る。なぜなら、人間は誰しも「成長したい」「よく

なりたい」という基礎的ニーズを持っているから

である。これがうまくできれば、そう時間を要さ

ず親（または子ども）の行動を変えることができる。

そのために最初に必要なことは、どのような

行動が望ましいのかを決めることであり、その

ためにはアセスメントが重要となる。望むべき行

動はいくつも挙げられるかもしれないが、この

戦略を効果的にするためには一つに絞っていく

ことが大事である。たとえ無意識で偶発的な行

動であっても、私たちが良い行動を見つければ

その行動を具体的に描写して褒めるのである。

つまり、ただ「よくできましたね」や「がんばった

ね」だけでは不十分なのである。具体的に行動

を描写して、なぜその行動が大切なのか理由を

言って褒めることが大切である。そうすることに

よって、親（または子ども）は「あ、これは良い

行動なのだ」と気付くことができ、次は自分から

行動を起こす可能性が高まるのである。

（2）戦略：良いところを強調する

親（子ども）がやっていることで、
もっとやって欲しい行動を見つける

見つけたらその行動を強調する
　　　　　　　　　 （褒める）

～ 例① ～

　家庭訪問すると、いつもカーシートの中に入れられていて、母親の腕の中にいない赤ちゃんがいる。移

動はいつもカーシートに入れられたままである。子育て支援ワーカーは母親に赤ちゃんを抱いてほしいと

考えている。「なぜ赤ちゃんを抱かないの？」「赤ちゃんを抱きなさい」と言うのは簡単だが、そうではなく

母親がたまたま抱きとる瞬間をじっと待っている。

赤ちゃん  ： 泣き出す。

母　親 ： それを見て近寄り、ふいに「どうしたの？」と抱きあげる。

子育て支援ワーカー ： 「あなたが抱きしめたらあなたの目を見ているわね。楽しそうね。

    あなたの腕の中にいると本当に安全を感じるのよね」

母　親 ： 「そうなの？」と言って赤ちゃんをよりしっかりと抱く（かもしれない）。

赤ちゃん ： （偶然に）笑顔を見せる。

子育て支援ワーカー ： 「あなたの顔をじっと見てますね。お母さんに寄り添われるのが大好きなのね」

  「赤ちゃんはラッキーよね。抱いてくれるお母さんがいて」
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例2で言えば、たとえ父親の目が再びテレビに

戻っても構わない。第1歩を踏み出せたことが重

要であると考える。このかかわり方・声の掛け方に

は練習が必要であるが、使い始めると習慣となっ

ていく。そして、この戦略は誰に対しても使えるも

のである。

この戦略を子どもに置き換えてみると、まず子ど

もがしていることでもっとやってほしいと思うもの

を見つけようと観察をする。そして、それが見つかっ

たらその行動を描写して褒め、それが周りの子ど

もたちや親や施設職員にとってどんな意味があるか

を説明するのである。さらに、なぜその子どもを誇

りに思うかも話すとなお良い。

（3）「信頼は人と人を結びつける糸である」

人間関係を基礎とする時、親と信頼関係を築く

ことが必要不可欠である。しかし、一部の親たち

は信頼関係というものを経験してこなかったり、過

去に裏切られた経験があるのでなかなか人を信頼

するということができない。他にも、これまでに児

童福祉などの行政機関とのやり取りの中で嫌な思

いをしてきた親もおり、信頼関係をなかなか結べ

ず私たちに数多くの試し行動をとる親もいるだろう。

私たちはそうした親たちから信頼関係を勝ち取る

必要があり、そのためにも戦略が必要である。下

記の戦略は子育て支援ワーカーの心得としてあげ

られている。

家庭訪問する際には、他にもいくつかの留意点・

工夫がある。初回の家庭訪問が一番難しく、第一

印象が大切なので、持参する書類などは最小限に

とどめ丁寧に時間を掛けて行っている。さらに、

最初から家族についていくつもの情報を得てしま

うと構えてしまうことがあるのでその点も注意が必

要である。

これらの理論・概念を学ぶことは容易だが、実

践に活かしていくには繰り返し行う練習が必要で

ある。

～ 例② ～

　家庭訪問したら、父親がテレビでスポーツを観ており、その側で横になっている赤ちゃんがいる。父親

は赤ちゃんに興味を示さない。子育て支援ワーカーは父親と子どもの相互作用を期待している。

　父親と赤ちゃん　 　 ： ふいに二人の目が合う。

　子育て支援ワーカー ： 「いま目が合いましたね。お父さんが好きなのね。お父さんと遊んでほしいのかな」

　父　親　　　　　　 ： 視線をテレビに戻す。

● 生き方にかかわらず尊敬を持ってあたること

● 長所（強み）をさがすこと

● 親たちをよく知ることに時間をかけること

● 自分たちの赤ちゃんについてもう知っていることを尋ねること

● 親の出す合図（手がかり）に注意を払って、それに応えること

● 親たちに何が欲しいか（必要か）尋ねること

● （自分が教えるのでなく）彼らから学びたいと伝えること

● 略式でも相手に敬意を表する服装で訪問すること

● 家庭訪問を楽しいものにすること

● 誠実であること
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3.3  実践のための12の重大原則

（1）12 の重大原則

HFAにおける12の重大原則は、「Ⅰ 家族に

対するサービスの開始時期」、「Ⅱ 家庭訪問の内

容」、「Ⅲ 良い家庭訪問を実践するための管理･

運営機構」の3つに大きく分けられる。

※われわれが研修を行ったアリゾナ州での取

り組みは「健康な家族アリゾナ(Healthy 

Families Arizona)」と呼ばれており、以下

「HFAz」と表記する。

Ⅰ 家族に対するサービスの開始時期に関する原則

①家庭訪問サービスを周産期か出産直後から開始

すること

 　この時期の親は誰でも育児に対する不安が

あるので、育児の情報や知識に興味を持ち支

援を受け入れやすい。この時に親のニーズに

応えることで長期にわたる信頼関係を築くこと

ができる。

 　親（家族）は病院・産院や周産期クリニッ

クでHFAの訪問を受ける。

 　プログラムは病院・保健所・NPO団体など

が運営している。

　◎HFAzの場合

・ ほとんどのプログラムをNPO団体が運営し

ている。

②最も支援を必要としている家族を見つけるために

一貫した評価方式を使用すること

 　新しく親になった人たちに情報と地域の資

源を提供し、どの家族が集中的支援と教育を

受ける特典の対象となるかを決め、HFAのサー

ビスにつなげていく。

 　評価方式は大きく2段階に分けられる。

 1） スクリーニング（付表1   P133参照）

 　この過程でもっと詳細にわたるアセスメン

トが必要な家族をふるい分けする。

　◎HFAzの場合

・対象地域に住む家族の90％をふるい分け

する。

2） 家族ストレスチェック「ケンプアセスメント」

　（付表4   P145～151参照）　

　　選別された家族にのみ、家族ストレス

チェック（「ケンプアセスメント」を行い、

集中支援を受ける家族のリスト表を作成

する。

　◎HFAzの場合

・スクリーニングで訪問が必要とされた家族

は100％訪問を受けている。

・確認された課題は4カ月ごとに再検討され、

その課題を家族にどのように伝えるかは

スーパービジョンの際に計画に組み込み、

その計画を子育て支援ワーカーが家庭訪

問の際に実施する。

Ⅱ 家庭訪問の内容に関する原則

③家庭訪問サービスは親の自由意志で行われること

 　サービスを受けることを自分の意思で選ぶこ

とで家族の進歩は最も大きい。

 　家族はいつでもサービスを辞退でき、評価

の過程に参加するかどうかを選択できる（契

約書を交わす・付録5   P152参照）。

 　しかし、スタッフは家族の自由意志のみに

頼るのではなく、さまざまな方法を使って家庭

訪問を受けるように工夫をしている。

　◎HFAzの場合

・子育て支援ワーカーはまずは3カ月間色々

な方法で親と接触をはかるようにしている。

④サービスは集中的に長期間行うこと

 　特に、この項目が家庭訪問事業の成功につ

ながっており、毎週の家庭訪問を4カ月間続け

るだけでも大きな効果がある。
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　◎HFAzの場合

・出生から5歳までサービスを提供すること

ができる。

・ほとんどの家族は18カ月までサービスを受

け、6カ月までは週1回の頻度で訪問を受

け、その後は家族の状況（進歩）により家

庭訪問の頻度を減らしていく。

⑤サービスは利用者の文化に沿って行うこと

 　HFAでは「文化」を広く定義し、単に人種

や民族だけでなく年齢（世代）・性別・習慣・

言語・地理的条件・宗教・教育や職業的背

景などを含み、家族の持つ価値観に基づいて

サービスを行っている。

　◎HFAzの場合

・4つのインディアン種族がプログラムを実施

していたり、他の4つのプログラムはスペイ

ン語で行われている。

・文化に沿ってサービスが行なわれているか

どうかは、州の認可委員会が各運営団体

を毎年評価し、査定している。

・それぞれの重大原則は多様性に応じて柔

軟にあてはめられている。

⑥家庭訪問サービスは親（両親）、子ども、親と子

の相互関係という3つに焦点を当てること

 　親のニーズだけ、もしくは子どもの発達だけ

に焦点を絞らず、親と子の相互関係の支援に

も焦点を当て、親と子どもとの愛着関係を深め

子どもの健全な発育を促進するものにしている。

 　そのために、危ない物を子どもが触れないよ

うにしたり、水に対する安全性を高めたりして

育児の標準的な規範を親に教え、家庭内の安

全性が高まるよう働きかけている。また、予防

的医療（保健）の観点から、定期健康診断・予

防接種・健康保険の申請を手伝ったり、家庭

訪問で定期的に発育検査（認知・動作・身体の

成長・情緒・社交性など）を行い、遅延のある

場合は早期に介入して社会資源につなげている。

 　そして、サービスの目標を家族と定め、目

標ごとの達成度を測っている。

　◎HFAzの場合

・ 乳児の発育を支援するカリキュラムがプロ

グラムで使われており、最低6カ月に1回

発育に関するスクリーニングを行う。

・ 家族ストレスチェックで確認された課題は

4カ月に1度見直しを行い、家族とは6カ

月毎に家庭訪問の目標を設定する。

・ 目標達成は子育て支援ワーカーと家族の両

方の責任であり、課題が達成されれば一

緒に成功を祝い、次の課題に挑戦していく。

⑦家族を地域の資源に連結する

 　国の健康保険システムがないアメリカでは、

健康保険がないため医療サービスを利用でき

ない家族が多い。そのため、家族を医療や保

健の専門職につなげたりして（かかりつけ医の

紹介など）、地域資源と連結させている。

 　HFAは「健康の確保」を一番大切なニーズ

とし、家族が健康なら他の生活上の問題解決

はもっと容易になると言っている。

Ⅲ 良い家庭訪問を実践するための管理･運営機構

　 に関する原則

⑧子育て支援ワーカーの担当件数は、担当する

家族の持つ課題の重大性を考慮すること

 　子育て支援ワーカーが担当する家族の持つ

独特なニーズに対する課題解決や訪問計画・

準備などに充分時間が取れるよう、担当件数

は制限されている。

　◎HFAzの場合

・毎週訪問する家族は15ケース未満、合計

で25ケースまで。スタッフの経験・訪問の

所要時間・その他の仕事上の義務などを

考慮する。

・ スタッフの雇用期間は3年以上を目安にし

ている。
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⑨スタッフの採用について

　　子育て支援ワーカーの採用は、その人の持

つ個人的特性、文化的に多様な地域で働い

た経験、この仕事に必要な技術と能力を基に

行っている。

 　この中で最も大切にされているのは個人的

特性で、一定の学歴や職歴よりも利用者家

族と良い人間関係が作れる特性を重要視して

いる。

　◎HFAzの場合

・ 子育て支援ワーカーの80％は、学士また

は修士といった何らかの専門的なバック

ボーンを持った人たちである。例えば心理、

社会福祉、精神保健、保育など。都市部

のいくつかのプログラムでは学士号が要求

される。

・ スーパーバイザーは皆学士号か修士号を

持っている。

⑩子育て支援ワーカーに質の高いトレーニングと

支援を与えること

 　HFAは子育て支援ワーカー全員が持ってい

なければならない知識を定めていて、各プロ

グラムの代表者の「トレーナーのトレーニング」

を行い、修了証書を出している。また、子育

て支援ワーカーが1年以内に習得しなければな

らない知識も決められていて、それに関する

単位を就職前にとっていなかった場合は、地

域の短大や研修で習得することを義務付けて

いる。

 　HFA本部ではトレーナーの研修を行うだけ

ではなく、アメリカをブロックに分け支部を設

置し、そこから事業団体に対して研修などの

指導をしている。

 　州レベルではスーパーバイザーやプログラム

の所長研修などを定期的に行って、サービス

の質の向上と一貫性を確保しようとしている。

　◎HFAzの場合

・ HFAから公認されたトレーナーが6人いる。

・ 最初にHFAのプログラムに沿った集中的

な5日間の研修を受けることになっている。

・ 全員6カ月以内に核となるこの研修を受講

する。内容は演習が基礎となっている。

・ HFAに勤めるとすぐにケースを持つことに

なるが、初めはスーパーバイザーのケース

に同行してやり方を見て学ぶ。その後自分

のケースを持ち、スーパーバイザーに見守ら

れながら家庭訪問を行うことになる。最初

の一年間は自分でケースを持ちながら必要

な知識と技術を得るためにいくつもの講座

を受けて学ばなければならない。すでに習

得している自分の専門は受けなくてもよい

が、かなりの数がある。分野は医学、心理

学、保育学、社会福祉学、精神保健など

など多岐にわたる。

・ 研修委員会が年2回の全州研修会を開催

する。スタッフ全員が参加し、動機付けを

高める面接、薬物乱用・DV・精神保健問題、

家族との目標設定方法などの特別な研修

が行われる。

⑪子育て支援ワーカーは個人的にスーパービジョ

ンを毎週受ける必要がある

 　専門職としての「自分」を確立し、家族を

支援していくための技術と責務を身につける。

　◎HFAzの場合

・子育て支援ワーカーは必ずスーパーバイザー

から週に1回、2時間の個人スーパービジョ

ンを受けることが義務付けられている。

・毎週、グループスーパービジョンも行われ

ている。

⑫管理機構について

 　安定した質の高いサービスを継続実施する

ため以下の項目を満たさなければならない。
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1.  顧問委員会が存在すること

2. 秘密保持を守ること

3. 家庭訪問サービスの質を定期的に評価する

制度があること

4. 児童虐待を報告する制度があること

（2）スクリーニングシート

前述した（1.4到達目標 （1）家族に支援の手

を差し伸べる）ように、父母にアセスメント調査

を行っているが、大きくは2段階に分けられて

いる。第1段階として、HEALTHY FAMILIES 

SCREENシートを使い、詳細なアセスメントが

必要かどうかを選別する。

※下の表はアリゾナ州で使用されているシート。

        （付表1  P133参照）

＜項目＞

  1. 婚姻について

  2. パートナーが失業中であるか

  3. 家族が低収入あるいは収入の見込みがない

  4. 住所不定

  5. 電話がない

  6. 12年間の教育を受けていない（高校を卒

業していない）

  7. 緊急連絡先なし（あればその人との関係、

名前／電話番号を書く）

  8. 薬物乱用の経歴あり

  9. 妊娠時ケアが遅れた、あるいは受けてい

ない、（医師などの）指示に従わない

10.中絶経験あり

11.精神科受診の経歴あり

12. 中絶できるところを探した、あるいは試み

たがうまくいかなかった。

13.養子縁組を探した、あるいは試みて手放そ

うとした

14.夫婦あるいは家族の問題

15.うつ症状経歴あるいは現在のうつ症状

※項目は、はい、いいえ、わからないでチェッ

クする。

（3）両親調査面接指針と調査票

第2段階として、選別された家族に家族ストレ

スチェック（ケンプアセスメント）＊を行うが実施

方法は州により異なる。

◎アリゾナ州

 　スクリーニングシートで選別された家族に

対してアセスメントワーカーが家族ストレス

チェックを行い、その結果家庭訪問が必要と

判断した場合は親の意思を確認した上で、希

望した場合は、子育て支援ワーカー（Home 

Visitor）につなぐ。

＊：家族ストレスチェック（ケンプアセスメント）について
 1992 年にHFA が設立されて以降、ベッツィー・デュー女史（HFAの産みの親と言われている）と米国の児童虐待問題研究
者のヘンリー・ケンプ博士が児童虐待の発生要因の中から10項目を抽出した。面接調査として所要時間は1時間30分程度。〔付
表2  P134 ～ 140、両親調査面接で情報を収集するための指針（ヘネシー澄子訳　研修資料より）、付表 4  P145 ～ 151、
ケンプアセスメントの評価基準参照〕
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◎オレゴン州

 第1段階で家庭訪問をする家族を選別し、子育

て支援ワーカーが家族ストレスチェックを行う。

＜評価項目（付表3   P141～144 両親調査要約票

　参照）＞

母親と父親両方に同じ質問をして、別々に採

点をすること

  1. 子ども時代の成育歴

・ どのように愛され養育されたか

・ 実家の家族の安定と人間関係

・ 両親のどちらか又はその兄弟にその親か

らの虐待・放置があったか

  2. 薬物乱用・犯罪歴・精神疾患

・ 両親のライフスタイルに関連する行動や

身体的・情緒的健康

・ 飲酒や麻薬常用が日常生活機能にどの

ように影響しているか

・ 飲酒や麻薬常用で暴力があるか？子育

て能力にどのように影響するか

・ 法を犯すパターンがあるか

・ 現在精神保健にかかわる問題があるか、

あったらどのように管理しているのか

・ 今までに治療や特殊学校を経験したこ

とがあるかなど　　　

  3. 親業の経験

・ 自分の子どもを安全で安定した生活環

境の中で育てようとしているか

・ 子どもが家におらず（離婚で以前の配偶

者と暮らしていたり、施設に入っていた

りしていて）、その子どもと連絡がとれ

ないなど

・ 他の子どもたち（この赤ちゃんを除いて）

が一時的にでも施設や里親宅に措置さ

れたことがあるなど

  4. 生活諸問題への対処技術・支援組織

・ この家族にしっかりとした支援をしてく

れる人は誰か

・ 日常の生活やそれに伴う危機にどのよう

に対処しているのか

・ もし実家（双方の）と親しくなかったら

なぜなのか

・ 日常生活が楽しいか、退屈か、満足・

不満か

・ 母親か父親が孤立していたり、または

孤立してさびしいと感じているか

  5.ストレス

・ 居住、人間関係、収入が安定している

かどうか

・ 親（たち）のストレス源は何か

・ どのようにストレスに対処しているか

・ どんな支援組織があったら、よりよくス

トレスに対処できるかなど

  6.怒りの管理方法

・ どのような技術を使って怒りを管理して

いるのか？肯定的な技術か

・ 最近（2年以内）どちらかの親に暴力沙

汰があったか

・ 片方の親がもう一人を怖れているか

・ 妊娠中に暴力沙汰があったか？妊婦のお

腹をなぐったり蹴ったりしたのか

・ この家庭は赤ちゃんにとって安全か

  7.赤ちゃんの発育段階における期待

・ 乳幼児の発育段階についてどんな情報

を持っているか

・ 発育に対する期待が的を射ているか？柔

軟か凝り固まったものか

・ 甘やかすことについて親がどのくらい心

配しているのか

・ 赤ちゃんの行動について非現実的な観

点を持っている（例：乳児は親に従うか、

意図的に親に逆らう。）

・ 親のニーズの前に赤ちゃんのニーズを優

先しているか

・ 泣いている赤ちゃんにどのように反応し

ているか
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  8.しつけの方法

・ しつけについて親が子どもの発育段階に

沿ったプランを持っているか

・ 赤ちゃんに行動限界を教えるつもりでい

るか

・ 体罰に代わる、適当なしつけの仕方を

知っているかなど

  9.赤ちゃんへの想い（認識）

・ 赤ちゃんについて愛情と暖かさを表現

し、肯定的な描写をする

・ 赤ちゃんについて失望していて、否定的

なコメントをする

・ 赤ちゃんが、親がなかなか受け入れられ

ない、または嫌いな特徴を持っている

・ 親の話し言葉と、赤ちゃんに対する行動

が一致しているかなど

10.愛着の絆の形成度

・ 妊娠中ずっと赤ちゃんが生まれることに

興奮していた

・ 赤ちゃんを暖かさと喜びをもって見たり、

話したりする

・ 赤ちゃんが男か女かが大切で、誰に似て

いるかということに心を乱している

・ 妊娠と出産を受け入れたのか、仕方がな

いと思っているのか

・ 母親と父親の人間関係が赤ちゃんによっ

てどのように影響されるか

・ もし父親が一緒に暮らしていなかった

ら、父親は赤ちゃんに対してどんな役割

をしているのか。親として協力して子育

てをするのか、このことについて、葛藤

があるのか

＜評価基準＞

・ 項目ごとに10点、5点、0点に該当する内容

がある

・ 合計点数、○○点以上の場合を虐待ハイリ

スク家庭とする。基準点は州によって違う（予

算や体制による）が、アリゾナは25点以上、

オレゴンは40点以上である。

4　健康な家族アリゾナ（Healthy Families Arizona :HFAz）の活動について
4.1  歴史

1.2で前述したとおり、1980年代後半より、アメ

リカ全体で児童虐待、ネグレクトを減少させる目的

で健康な家族運動が始まっている。アリゾナ州で

も1988年に児童虐待とネグレクトで24人の子ども

が死亡し、州は児童虐待予防の方針を模索してい

た。1989年に児童福祉官らがニューヨークタイム

ズの記事を読み、児童福祉局がハワイ州の「健康

な出発プログラム」の試験的な運用を検討して、州

の子ども信託基金からの出資を得て、1991年2つ

のプログラム（都市部と郊外）を立ち上げた。1992

年1月より試験プログラムが開始され、同時に、

HFAzプログラムの効果の測定と家族に提供する

サービスの質を保つため、州は包括評価プログラ

ムについての資金も拠出した。

1991年10月より評価過程を設定し、1993年には

「技術支援と質の保障チーム」が組まれプログラム

実施団体に支援を始める。プログラムは非常に高

い評価を受け、現在に至る（表1）。

年 項　　目

1992

1995

1998

2003 HFAz23 プログラムへ

2004 HFAz51 プログラムへ

2005 HFAz58 プログラムへ

～

試用期間
1994年に施行されたHFAz初の州法
「6歳までに成功を」でプログラムが13
となる。

州予算に基づいた常設プログラム開始

表 1　HFAz プログラムの推移
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なお、当プログラムはアリゾナ州知事から強い支

持を得ており、8年間で査定を2回受け、認可を受

けている。

2007年度は予算約＄2,000万（約18億円・1＄＝

90円）で、5,689家族（引継ぎ2,943家族、新規2,746

家族）に支援を行っている。2009年度については

当初予算がカットされる前は、＄2,200万の予算で

あったが、リーマンショック以後に予算がカットされ

て＄600万に減額された。担当者によると、その結

果以前のような活動が出来ず虐待件数が2倍に増

えたこともあり、急遽今年の6月には予算が＄1,200

万に増額されたとのことである。

4.2  推進体制

（1）HFAz プログラムの推進体制

アリゾナ州には2005年時点で14の管理所が

あり、58のプログラムを実施していたが、経済

不況のため現在は24のプログラムが実施できな

くなっている。

HFAzでは「技術的支援と質の保障チーム」を

設置しており、同チームが年2回各推進団体を

訪問し、各プログラムが重大原則を守っている

かを審査している。

また、1年に1回の州の評価を継続しながら、

さまざまな委員会組織を設立している。

＜HFAzの委員会とその役割＞

・運営委員会…資金の確保、プログラムの検討

・方針と手続き過程委員会…アリゾナ州全般

　　　　　　　　　　　　 での規則作成

・研修委員会…1年に2回の研修会の実施

・認可委員会…各プログラム認可のための

                               サポート

・すばらしさを伝える研修委員会…質の向上

また、各プログラムの提案・支持を得るため

に地域顧問委員会を持ち、質の管理を行ってい

る。さらに、守秘義務等の承諾の規約と職員に

は倫理規定があり管理・運営されている。

（2）ココニノ郡の取り組み

①HFAzの位置づけ
 　今回研修を受けたココニノ郡では郡保健所
内の事業のひとつとしてHFAzが位置付けら
れている。（図1）
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②職員体制

 　予算の削減により4人が解雇、1人が退職

となっている。職員は次ページ図2の通り現在

HFAzプログラムマネージャー以下13名で組織

されている。

・ プログラムマネジャー（Program Manager）

 　セミナー部長の指示を受け、公的プログ

ラム管理を総括している。

・ アセスメントワーカー（Assessment Worker）

 　家庭訪問事業のためのアセスメントを行う。

・ プログラムコーディネーター（Program 

Coodinator）

 　スーパービジョンのもと、公的サービスを

調整する仕事を行う。

・ 秘書（Administrative Specialist）

 　スーパービジョンのもと、運営上の仕事を

行う。

・ ケースワーカー（Caseworker）

 　一般的なスーパービジョンのもと、低所得

者のための社会サービスのケース管理につい

て仕事を行う。

図 1　ココニノ郡立保健所組織図とHFAz の位置づけ
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③管理・運営機構

 　プログラムごとにプログラムに対する提案、

支援を得るための地域顧問委員会を持ち、内

部にも質を保つための管理機構がある。親（ク

ライエント）から守秘義務のための承諾の規

約（図3　※和訳は付表参照）があり、スタッ

フにも倫理規定がある。

4.3  成果

2008年度は2,400人の出生があり、そのうち支

援を希望する300人がHFAzを利用している。

家庭訪問を行った98％の家庭で児童虐待・放

置がなくなり、安全面に配慮しつつ安心して過ご

せるようになった。母親のストレスは減り、99％の

家族はこのサービスを最優秀と評価した。全米児

童福祉協会、ハーバード大学などから成果を認め

られている。

4.4  家庭訪問事業

（1）家庭訪問を実現するための 3つの方法

子育て支援ワーカーが家庭訪問を実現するた

めに絶対に頭に入れておかなければならないこ

とがある。HFAのプログラムは、強制ではなく

保護者に家庭訪問の承諾を得ることから始めら

れる。前述したように1回目のスクリーニングの

結果、支援が必要と思われる家庭に対して別途

アセスメントを行い、家庭訪問につなげるのだ

が、トラウマを受けた家族の場合、他人との信

頼関係や人間関係を築くことが困難なケースが

多いため、家庭訪問を定期的に行うことについ

Senior Manager

Assessment
Worker

Program
Coodinator

Administrative
Specialist

Caseworker

Caseworker

Caseworker

Caseworker

Caseworker

Caseworker

Caseworker

Caseworker

Caseworker

Healthy Families
Program Manager

図 2　HFAz組織図（2009 年 9月現在）

図 3　HFAz 承諾書
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て承諾を得るためには特に相手の立場を十分考

慮した慎重な対応が必要となる。良い関係作り

をするためには、子育て支援ワーカーは自分たち

が本当にその家族のことを考えていることを伝え

るための戦略を用いてアプローチする。その際、

アプローチの難しい家庭でも最低3カ月は人間

関係作りのためのアプローチを続ける。それで

も難しい場合は、信頼関係の構築が難しい家庭

と判断してアプローチを一時中断して、半年後

に再びアプローチを行うことにしている。

家庭訪問で用いられる戦略にはさまざまなも

のがあり、どれを使うかについては、家族の観

察が必要となってくる。

家族を観察していると、たびたび以下の3つの

ような事象が起こる。

この時子育て支援ワーカーが注意しなければ

ならないことは、「母親は私のことが嫌いだ」と一

方的に決めつけてしまい、それがあたかも真実

のように勘違いしてしまうことである。何か用事

があったか、忘れていたかなど家に居られない

何らかの理由があったかもしれないのである。

事実は不在だったということだけである。事実

と子育て支援ワーカー自身の感情を確認するこ

とが必要となる。しかし、現実的にはそれを自

分自身だけで行うことは容易なことではない。

そのためにスーパーバイザーが定期的に子育て

支援ワーカーから話を聞き、感情の確認とアドバ

イスを行っている。（適切にスーパーバイズを受け

られるようにするため、1人のスーパーバイザー

は子育て支援ワーカーを５人までしか担当しては

いけないというHFAの原則がある。）

現在、HFAが行っている家庭訪問を実現する

ための方法は以下の3つで、これを誠心誠意行

うのである。

（2）家庭訪問で使われる方法

①強みをベースにした言葉使い

 　家庭訪問を行う上で、大切なことはHFAの

信条である強みをベースにした言葉使いを用い

ることである。子育て支援ワーカーが、親と会

話をする時には、言葉に留意して話をすること

が大切で、その方法としては家族のことを考え

ているということを示すことで、それを日常会

話に取り入れていく。

 　「弱みをベースとした」相手を責めるような

言葉使い、「○○すべきだったのに」「○○でき

たのに」「なぜ○○しなかったの？」「（私があな

たに）して欲しいことは○○」などは、親に

恥をかかせる話し方であり、良好な人間関係

の構築を阻害してしまう。なお、支援対象者

のことは「クライアント」と呼ばず、「パートナー」

と呼ぶことも大切である。

②良いところを強調する

 　子育て支援ワーカーは「子どもに対して、親

にやって欲しいかかわり方」を親が実際にでき

るまで待ち、それができた時にはその行動を

事実

感情

解釈

母親がいない

母親が自分のことを嫌っていると思う
（大脳で意味づけをする）

母親がいないことに子育て支援ワーカーは
怒りを感じる
（大脳辺縁系で感情のフィルターを通す）

例：家庭訪問の約束を14時にしたが家族がいない

手紙を
送る

約束せず
訪問する

電話を
する

方 法 内　　  容

焦点を子育て支援ワーカーではなく、親や
子どもに置き、手紙にイベントや割引券、花
の種などを同封したり、明るい色にしたり、
手書きにするなど微笑みを誘うようなもの
にする。

親や子どもに会えた時は、写真を撮ったり
渡すことを提案する。虐待を受けた親は、
自分の小さいときの写真を持っていない
場合が多く、自分のルーツを知らないこと
が多いため。なお、会えなかった場合は訪
問を伝えるメモを残す。

訪問するだけの関係性ができていない場
合は、電話をして「よく眠れていますか、赤
ちゃんが夜泣きをしていませんか？」という
ように母と子に関する質問をする。
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言葉にして表現するなどして、その行動に自信

を持たせ、強化する方法である。

③普遍化（正常化）する

 　母親が「抱き癖をつけたくない」など、強

い感情を持っている場合には、最初からそれ

がいけないとは言わず母親の考え方を良く聞

き、「たくさんの人がそう思っていますね」と、

普遍化した後、母親にしてもらいたい情報を

伝え、それに対して母親がどう思ったかを確

認する。指導や指示をすることは簡単である

が、母親自身が自分で考え、行動を決めるこ

とができるようにすることを重視する。母親の

大脳を活性化させる方法である。

④感じる（Feel）感じた（Felt）見つけた（Found）

 　母親が、何かについて強い感情を表した時

に使う方法。トラウマを受けて育った母親は、

感情の表しかたが極端で、種類が少ないので

「無感情」か「激しく表れる」かのどちらかし

かないことが多い。その時の自分の感情が理

解できなければ相手の感情も理解できないの

で、子育て支援ワーカーは母親の感情を理解

して、その感情に言葉をつけてあげる（感情の

ラベルを貼る）ことが重要である。

⑤興味を持って探索する

 　子育て支援ワーカーは母親の問題点をわ

かっているが、母親がそれをわかっていない

時に使う方法である。

⑥家族の価値観を整理する演習

 　ユーモアがあれば感情が豊かになり、良い

人間関係を築くことが出来るが、トラウマを

持つ家族の価値観は、「生存すること」しか考

えておらずお互いの関係にユーモアを組み込む

人間関係が持てないことが多い。そこで、感

情が豊かになる音楽やアーティストなどを加え

た80項目の価値観が記入されたプリントを父

と母別々に渡し、ハサミでバラバラにして持ち

寄り、その中から10項目選んでそれを父、母

ともに優先順位に並びかえさせる。この演習は

「両親（親）が価値観で混乱している状態」

をまとめることにとても役立つほか、同じ価値

観でなくても相手の価値観を尊重できること

もあり、人間関係の形成に効果がある。また、

ゲーム性もユーモアの要素もあり面白い。

感じる
（Feel）

感じた
（Felt）

見つけた
（Found）

例：母親が外出をできずさみしそうな顔をしている

子育て支援ワーカーが母親に、「さみしい
んですね」と言う。それによって母親が自
分の感情に気付き、大脳が活性化する。

母親の感情を子育て支援ワーカー自身
や知人もそのように感じたと普遍化す
る。母親は、自分のことを分かってもら
えたと感じ、落ち着くことができる。

子育て支援ワーカーが、母親に子育てサ
ークルなどの社会資源があることを教
え、母親が自分で考えて外出ができない
という問題を解決する方法を見つけるよ
うに働きかける。つまり母親が自分の技
術を使って、自分の責任で問題解決の方
法を見つける援助である。

例：赤ちゃんが泣いているのに母親が抱かない時

●いつまでたっても抱かない時は、母親が赤ちゃん
を抱くということが分かっていないことが考えら
れる。どれくらい待てるかが問題であるが、あま
りにも抱かない場合は子育て支援ワーカーから
の働きかけが必要となる。

●「あなたの顔を見ながら泣いてますね」と、まず
事実を伝える。

●次に、「あなたの方を見て手を伸ばしているの
は、どういう意味なんでしょうかね？」と、質問す
る。母の大脳の活動が始まり、「この子が何を言
っているのかな？」と考える。

●もし、母親が「わからない」と答えたら、「○○
じゃないかしら」という言葉を使い、赤ちゃんが
お母さんに抱いて欲しいと言っていると考えさ
せる。「もし抱いたら、赤ちゃんはどうなるので
しょうね。お母さん抱いてみませんか？」と言っ
て、母親が赤ちゃんのサインをどう考えるのか、
どう読み取るのかを教えてあげることが大切。
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（3）問題行動に対する方法

問題行動には理由があり、なぜこの行動が出

てくるのかなど、その行動の目的を認識すること

が必要である。乳児期の最初の課題は「信頼す

る」ことを学ぶ点にある。2～3歳までに限界を

設定してその中で行動できるようにすることが重

要である。虐待をする親はすぐに子どもを殴って

しまったりしてうまく限界を設定することができ

ない。

①子どもの悪い行為の目的

 　子どもと親が対立した場面でのやり取りの

中で、親自身が感じている感覚をもとに、子

どもの悪い行為の目的を知ることができる。

それにより対処の方法を冷静に見出すことが

できるが、具体的には以下のような対応方法

がある。

 ●親自身が「怒り」を感じた時

 　子どもの悪い行為の目的が「権力争い」で

あった時は、勝った負けたの争いにならない

ように親は一歩引き、子どもとの対決をやめ

る。子どもは、何回もそれをするとあきらめて

対決を止める。トラウマを持つ子はいつも無

力感を感じているので、対決を続けると、今、

親に勝とうと何時間も頑張ってしまう。

 　このような時に使う方法は、例えば「部屋を

片付ける」課題の時、「片付ける」「片付けない」

で争うのではなく、「自分で片付ける」か、「親

が一緒に手伝ってあげて片付けるか」など、子

どもに選択肢を与える方法が有効になる。ま

た、他の課題でも子どもの味方に付く方法も

ある。　

 ●親自身が「いら立ち」を感じた時

 　子どもが駄々をこねるなど、「親の注意」をひ

くことが目的ならば、できることならその行動

を無視し、子どもが「良い行動、してほしい行

動」をした時に注目し、強調する方法が有効

である。

 ●親自身が「傷つき」を感じた時

 　子どもの悪い行為の目的が「復讐」や「お互

い様」になるためにおこなわれている場合、

子どもの気持ちに対して共感を持って聞き、感

情にラベルを貼ってあげる。例えば、怒って相

手を殴った場面では、「怒り」の感情を持つこ

とは大丈夫と伝え、「怒る権利はあるが、殴る

権利はない」と殴る行為に焦点を当てる。子

どもの感情にラベルを貼ることにより、子ども

は落ち着くことができる。

 ●親自身が「無力感」を感じた時

 　子どもが自分は能力がないという行動をア

ピールした時。この子どもは自己肯定感を低く

感じているので、成功や達成感を感じる機会

をたくさん作ることが必要である。親や、施設

職員は自分自身の感情が「無力感」なのか「イ

ライラ感」なのかを確かめて、子どもがどんな

目的で行動しているのかを考える。子どもは、

親や施設職員の性格行動をよく知っており、

感情を逆なですることが得意なので自分の感

情をチェックすることが大切である。

②行動の限界を設定する

 指示をしないで、子どもに「受け入れられる」

2つか3つの選択肢をあげる。

 例： 「どうする？自分でおもちゃを片付ける？

　　　それとも私に手伝って欲しい？」

（4）要約・まとめ

私たち施設職員が家族や子どもたちとかか

わったり、施設で働く時など良い人間関係が築

くことができていれば、「長所に焦点を当てた戦

略」が役に立つ。起こっている良いことに焦点を

当てて、その上で生命や健康を害する行為を検

討する。クライアントが検討の場において、質問

に応答する際、大脳辺縁系（感情）と大脳（理

性）を両方使わなければならないような方法を使

うことを心がけることが必要である。講師である

ケイト氏は5日間にわたる講義を以下の4つの言
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葉で締めくくられ、いつも子どもにかかわってい

る私たち施設職員に以下のアドバイスをいただい

た。

・ 自分に時間を与えること

・ 子どもに一貫した態度で接するために、子

どもをケアする保護者たち全員がこのよう

なやり方（過程）に同意していることを確

認すること

・ 子どもと一緒にいることをできるだけ楽し

むようにすること

・ あきらめないこと

（5）アクティビティ演習

　（5）-1 アクティビティとは

①なぜアクティビティをするのか

 　家庭訪問時に子育て支援ワーカーが子ども

の発達に合わせたおもちゃやブランケットの

作り方を親に教え、親が子どものために作っ

て遊ぶ、アクティビティというプログラムがあ

る。家庭訪問におけるアクティビティは楽しむ

ことが目的ではなく、アクティビティを通じて

子育て支援ワーカーと親がよい関係を形成す

ることが目標である。HFAの家庭訪問事業

は子どもとのつながり・親とのつながりすべ

てが信頼関係の上に成り立っているため、定

期的に訪問を重ねることによって触れ合いを

深め、打ち解けていく必要がある。そのため

子育て支援ワーカーと親が一緒に子どものた

めにおもちゃやブランケットを作る過程が大

切であるとHFAでは考えられている。

 　また、子どもにストレスがあるとき、お気

に入りのブランケット・ぬいぐるみ・おしゃぶ

りなどがあるとその子どもは安心し、ストレ

スを軽減でき、安定することができるため、

早くから『お気に入り』のものを特定し、習

慣化することが望ましく、アクティビティで

作った作品にはそのようなことに役立つもの

が多くある。

②遊び方を教える

 　訪問対象家庭の親は、どのように子ども

とかかわり、どのように遊べばよいのか分

からないことが多く、そのような親には子育

ての方法を知らないことが多い。子育て支

援ワーカーは親自身に子どもの頃に自分が

親にして欲しかったことを思い出させ、子ど

もと触れ合い方をどのように教えるかという

ことを考えながら家庭訪問を行っている。ア

クティビティを行うことで、子どもが使うおも

ちゃの安全性だけではなく、一緒に作るこ

との楽しさから教えている。楽しく遊ぼうと

思うとした場合、大人はお金を使うことを考

えがちだが、お金をかけなくても遊べること

や親子で一緒に作る楽しさ、遊び方などを

教える。遊び方の分からない親には最初の

段階では教えるが、少しずつ出来てきたら

親がリードして子どもと遊ぶようにしていく。

その際にも親の良いところを褒め、長所に

焦点をあてた言葉かけを心がけている。

③長所に焦点をあてる

 　親自身が長所に焦点をあてて褒めること

を知らないため、子育て支援ワーカーがま

ず見本となるよう実践する。訪問対象家庭

の親は子どもの時にしてそうしたことをして

もらえなかったことが多い。そのため、親と

して改善を必要とするところがわからない場

合が多い。家庭訪問をする中で子育て支援

ワーカーは、親として出来ている部分を沢山

褒め、改善すべきことが何であるかというこ

とについては親自身が自ら気付けるように自

覚を促している。そして、自覚したことで親

自身が子育てに対して萎縮してしまったり、

怖がることがないように、会話の中で見下

げた言い方にならないように、心を開いて話

し合う。その積み重ねにより打ち解け、よ

りしっかりとした信頼関係を築くのである。

親として改善すべきことがあると分かった親
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は、どうすればよいか聞いてくることが多い。

アクティビティを通し「子どもの頃どうして欲

しかったか？」を聞き出し、それを自分の子

どもにあてはめて考えさせている。その過程

の中で、親自身が子どもの頃に受けたトラウ

マなどの問題があまりにも大きく、自分の改

善すべき点を直視することを恐れたり、著し

く不安定になってしまう場合は、専門的な

精神科やカウセリング機関などに紹介状を書

くなどして医師につなげることもある。

 　子育て支援ワーカーはアクティビティを教え

ている最中に親の目つきを見てそのアクティ

ビティが合っているのか合っていないのかを

判断する。このアクティビティが合わないと

分かれば一つの方法を押し付けるのではなく

親が好む方法を考えながら他の方法に変え、

その親に合ったものを教えていく。

アクティビティは親自身が喜ぶことも多く、

おもちゃ作りなど、親が子どもの時に経験した

ことがないために、子どもよりも夢中になった

り、子育て支援ワーカーに甘えてくるようなこ

ともある。作ることに夢中になっている親にそ

の時の気持ちを聞き、その感情に「楽しいね」

「嬉しいね」と名前を付けて意識させていく。

また、親が思い出した子ども時代のことを聞く

ことも大切な仕事の一つである。それによって、

どのような問題があるか、その家族の課題が

分かり、解決方法を提案していくことにもつな

がる。また、アクティビティに夢中になること

で親自身の子どもの頃の振り返り体験となり、

自らを客観的に見ることが出来るようになり、

虐待が減っていくことにもつながっていく。

　（5）-2 アクティビティの紹介

　【スナギー】

①特徴

 　母親との触れ合いで重要なのはアイコンタ

クトであるが、それと一緒にブランケットを用

いると母親の匂いもつき、母親がいなくても

守られている感じがある。匂いも触れ合いを

深めるためには大事であり、早くから使うこ

とが大切である。また、素材としては発達に

合わせた色・形・肌ざわりの組み合わせがある。

②使用方法

 　乳児に見せたり、掴ませたりして視覚や

触覚を使ったコミュニケーションを取る。ま

た、母親の匂いを付けて就寝時に持たせて

あげるなど、安心できる対象として用いる。

人形を包んでブランケットのようにしたり「イ

ナイイナイバー」やリボンの輪におもちゃを

つるすなど、他の遊びにも使える。

③作り方

 　訪問先にミシンを持って行き作る。

 　柔らかい生地を合わせ、リボンを輪にし

て、ピンをさして縫っていく。リボンは、肌

触りや色・模様が違う何種類ものリボンを

つける。赤ちゃんが飲み込まないようにしっ

かり縫う。リボンの輪を大きくしすぎると、

腕が通ってしまい成長とともに抜けなくなる

危険性があるため気をつける。リボンを1回

結ぶと、噛んだりできる。

      【記憶の箱】

①特徴

 　家で使った思い出の品物をつめて持ち歩

く箱で、移動した際に良い記憶を継続させ

るものとなる。

②使用方法

 　HFAでは0歳から5歳までが対象だが、
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記憶の箱として大きな子どもが移動するとき

に利用することもある。その施設や家庭から

移るときにこうした記憶の箱を用いる。大人

がいつも持っている写真、身につけているも

のも同じであり、それがあるから安心して移

動をスムーズにして絆となる。アメリカでは大

きい子どもがそのようなものを持っていたら

「大きいんだから」と取り上げることはしない。

③作り方

 　中に入れる思い出の品物に合わせた大き

さの箱を用意し、中に入れる。

【タミ（ブランケット）】

①特徴

 　HFAでは主に出産前の母親にタミの作り

方を教え、生まれてくる赤ちゃんを迎える準

備をする。タミは就寝時にブランケットとし

て用いることができるが、HFAでは主に下

記の「タミタイム」を行うときに用いられる。

この「タミタイム」は生まれたばかりの0歳

から3カ月の子どもを対象として、上半身の

筋肉の発達を促し、寝返りをうつ、上半身

を起こす、ハイハイをする、歩くなど、身体

づくりの基礎となる。同時に乳児をうつ伏

せにすることで内臓を休ませる効果もある。

　

②使用方法

 　床にタミを置き、乳児をうつ伏せに寝か

せる。母親は乳児の前や隣に向かい合って

横になる。乳児が母親を見て頭を動かすま

で名前を呼ぶ。次に、乳児が母親を見て頭

を動かすまで赤ちゃんの好きな歌を歌った

りガラガラを振る。その時、「あなたは強い

子ね」など言葉をかけるのもよい。時間は

一日5分から10分で乳児自身が母親がコミュ

ニケーションをとろうとしていることに気付く

までやり続けるのがよい。

③作り方

 　乳児が一人寝られる大きさの肌触りの柔

らかい布を2枚重ね合わせ、4辺を5×5cm

四方切り取る。

 　周囲に2cm幅、5cmの切り目を入れて行

き、重なり合った2本を全て2回ずつ真結

びして結び合わせる。大きさは大きめにして

も良い。

　【ペットボトルで作るガラガラ】

①特徴

 　子どもの気を引くカラフルな色や形で視覚

や音を楽しめるおもちゃである。

②使用方法

 　子どもの前で振って見せたり、転がした

り、音を鳴らしたりして遊ぶ。

③作り方

 　ペットボトルのラベルをはがし、中にきら

きらしたボタンやビーズを入れる。他にはビー

玉、大豆、お米、モール、羽、綿棒など何

でもよい。新生児から6カ月ぐらいまでは重

くなく危険がないため水を入れずに遊ぶ。

6カ月以上になると少し水を入れ、食紅で色

をつけてカラフルにするときれいである。安

全のためにふたにビニールテープを巻く。
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【ルッキング】　

①特徴

 　乳児にとって視覚からの刺激はとても脳

に影響を与える。乳児が生まれてくる前にお

母さんと一緒に作る。乳児は赤、黒以外の

認識はあまりできない。

②使用方法

 　乳児の目の前に持って行き、見せて視覚

に刺激を与える。

③作り方

 　白いフェルト生地に赤と黒のフェルトで、

星、ハート、稲妻、四角、丸など、好みの

形を貼り付ける。

【ドリームキャッチャー】

①特徴

 　生まれてくる子どもに対する思いや今の思

いを聞くことで親の気持ちの整理をすること

が出来る。

②使用方法

 　作る過程の中で親自身が自己と向き合

い、気持ちの整理をする。

③作り方

 　親の夢を表す物やどのように子どもに成長

をして欲しいかを象徴する雑誌や新聞紙、

ポストカードなどの切り抜きや写真を使い、

コラージュして行く。それに、健康・生まれ

て来る子どもへの思い・家族への思い・運

動技術や才能・教養・親や祖父母の夢など

意味を加え、切り抜いた物などを接着剤で

付けたり寄せ集めて作る。
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子どもの行動・様子 お母さんの話・様子 解　　説

母の腕に抱かれながら、周りを見る。

バーバラが見せる大きな表情に声
を出して反応する。

しゃっくりをする。

お母さんの膝の上で、お母さんにく
すぐられ笑顔を見せる。

床に仰向きに寝転がされる。
両手を胸の真ん中で組む。

静かに床に寝転がっている。

エリザベスを抱き、床に腰を下ろす。
とてもリラックスした様子。

「とても機嫌のいい赤ちゃんで、夜も
よく眠ります。人の顔を見るのが大好
きで、テレビも見ます」
「この子が生まれてからすべてこの子
中心の生活になりました」

優しくエリザベスの背中をたたく。

「家でよくやる遊びがあります」
ピーピーと言いながらエリザベスに見
えるように上から両手を下ろしてい
き、最後にエリザベスの体をくすぐる。

「弟たちが小さくて、よく面倒を見て
きたからかしら」

エリザベスの様子を静かに見守って
いる。

3カ月の赤ちゃんだが、周りにいる人た
ちをしっかり観察している。

普段から、お母さんが豊かな表情を見せ
ているから、赤ちゃんが反応しやすい。

周りに多くの人がおりストレスを感じている。

子どもと習慣的な遊びをすることを奨励
している。
お母さんの手が下りてきてくすぐられると
赤ちゃんが予期できることが重要である。

手を真ん中に置くことは構造的で組織立って
おり、赤ちゃんには大切なことであり、目をま
っすぐ向けることもでき視点を安定させる。
何かを吸うということも大切である。

お母さんは赤ちゃんをよく観察してい
て、赤ちゃんの波長に合わせることがで
きる。とても素晴らしいことである。
この赤ちゃんは自分で自分をなだめるこ
とができる。それは勲章を持っているよ
うなものである。

以前、家庭訪問した時に、赤ちゃんがず
いぶんとむずかった。しかし、お母さんは
高揚せず落ち着いていた。すると、赤ち
ゃんも次第に静まっていった。

静かな時間に赤ちゃんは多くのことを学
ぶことができる。

◉お母さんと女の子「エリザベス」（3カ月）

（6）両親・乳児の相互関係づくり

私たちが研修を受けている保健所内の部屋

に、家庭訪問のサービスを受けている親子が

次 と々やって来た（その内一組は子育て支援ワー

カーの親子）。実際の親子のやり取りを観察しな

がら子育て支援ワーカーが親に教える親子の相

互作用について、われわれ研修団が学べるよう

にと彼らは来てくれたのである。私たちは早速、

赤ちゃんと同じ目線になるよう床に腰を下ろして

その様子を観察した。

部屋の中には、いくつものマットやおもちゃが

用意され、親子がすぐに遊べるようになってい

る。講義・解説は主にHFAzのプログラムマネ

ジャーであるバーバラ氏からあり、数名の子育て

支援ワーカーも参加された。
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赤ちゃんとコミュニケーションをとるためには大

きな表情を作ることが大切である。なぜなら、

赤ちゃんは生まれた時から人間関係に入る準備

ができているからである。多くの親は自分の表

情がいかに重要かをあまり知らないが、赤ちゃん

はしっかりとその表情を見ている。例えば、興

味を持った顔（眉毛をあげる）、驚いた顔（口も

大きく開ける）、怖い顔（口角を下げる）など。怖

い顔は赤ちゃんにとっては恐ろしい顔である。

赤ちゃんにとっては、親が恐怖を感じることが

一番の恐怖である。「赤ちゃんは見えてないから

大丈夫」と言う人もいるが、家庭内にDVがあり

赤ちゃんの前で暴力があれば、恐怖を感じた親

の表情が赤ちゃんに強い印象を与え赤ちゃんは

それを覚えているのである。

生後5カ月にもなると、お母さんの顔を見てお

母さんがどんなことを思っているのか分かるよう

になり、こういう表情はこういう感情であるとい

うことが分かるようになる。言わば、お母さんの

顔が赤ちゃんにとって「辞書」となる。

子どもの行動・様子 お父さんの話・様子 解　　説

お父さんの近くに座り、周りを見
回す。

おもちゃを手に取る。バーバラが
そのおもちゃを渡してと手を差し
出すが渡さない。

おもちゃは渡さないが、笑顔を見
せる。

お父さんの傍から離れずに遊ん
でいる。

お父さんの側から徐々に離れ、
行動の範囲が広がってくる。

しばらく近くのおもちゃで遊んだ
後、お父さんの側に戻ってくる。

お父さんの腕につかまれ激しく
体を振り回され大きな声を出し
て喜ぶ。

床に腰を下ろし、優しくタイラーの
様子を見守っている。

タイラーの様子を笑顔で見ている。

「私は母親とは違った接し方で子ど
もと遊んでいます」
と言い、半ば乱暴にタイラーを抱き
あげ、タイラーの体を振り回したり
自分の背後に回したりする。
（場内が笑いに包まれる）

周りの人を怖がっているわけではないが、
お父さんの傍にいて様子を見ている。
この時期は特に愛着が大切である。

バーバラをまだ信用していないという
ことだが、それは良いことである。

笑顔を見せているが、笑顔が固まって
いる。

お父さんの傍が「安全基地」となって
いる。愛着関係が成立している。

愛着形成がしっかりなされている子ど
もは、安全を確認すると探索を始める
ようになる。
ハイハイをすることで筋肉が強くなり、
立ち上がって歩行できるようになる。

「安全基地」に戻って、また探索を始め
るようになる。

◉お父さんと男の子「タイラー」（15カ月）
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父親と母親の接し方は違う。子どもは乱暴に

見える父親の接し方も優しく抱いてくれる母親の

接し方も大好きで、それらを予期することができ

る。子どもにはその両方が必要なのである。

父親（男性）が子どもに与えるものは母親（女

性）とは違うので、それはとても大切なもので

ある。

子どもの行動・様子 お母さんの話・様子 解　　説

両足を外側に向け折り曲げて座
っている。

かばんにおもちゃの果物を入れ
始める。

近くで鈴の音がすると、そちらの
方に顔を向け、視線をやる。

2組目のタイラーが近寄り、鈴を
鳴らして遊び始める。

声を出して楽しげに反応する。

「母親になって、一日中ノンストップ
で忙しく、子育てはなかなか難しい
と感じています」

「この子が生まれた時に父親は喜ん
だが、他に女性がおり、どこかに行
ってしまいました」
「今はボーイフレンドがおり、彼はこの
子をかわいがっています。先ほどのよ
うな男性的な遊び方をされると、こ
の子はきゃっきゃっと喜びます」

「祖母の家に行った時も、ウォーム
アップで15～30分必要です」

タイラーのお父さんやバーバラが、
鈴を鳴らして遊ぶのを手伝ってあげ
る。

「いないいないばあが好きなんで
す」と布を使って「いないいないば
あ」をギムニ̶にする。

Wの座り方と言われるもので安定して
おりハイハイには移行しやすいが、立ち
上がることはできない。

ウォームアップの時間を過ぎるといろ
いろなことを始める。

こうした音がした時に、もう少し大きく
なるとすぐに鈴の方を見るが、この時期
ではまず見回してから鈴を見つける。

再び探索を始めた。
タイラーは鈴で遊ぶことを知らなかっ
たが、ここで学び遊び始めた。
親が一緒に遊ぶことが大切で、そこから
いろいろなスキルを身につけていく。

「いないいないばあ」は親子の愛着を
深めるやり取りである。
子どもは大きくなれば「かくれんぼ」や
「鬼ごっこ」をして遊ぶが、それらも愛
着を深める遊びである。
こうした遊びを繰り返すことで恒常性
（Permanence）が身につく。

◉お母さんと女の子「ギムニー」（11カ月）
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これまでは、赤ちゃんが何もしなかったら親も

何も反応をしなかったものだが、赤ちゃんは生

まれてすぐに親の顔を見て関係を取ろうとしてい

る。それに早期から反応してあげることで赤ちゃ

んは早くから笑顔を見せるようになる。笑顔と笑

うということは、良い人間関係を作る基礎となる。

このプログラムの目標は、親に子育ての喜び

を感じてもらうことである。もし、赤ちゃんがむ

ずかっていて親がどうしたらいいか分からない時

に（まさに愛着の問題が発生した時に）、親が赤

ちゃんの気持ちを静めることができ、赤ちゃんの

波長に合わせることができれば良いのである。

生まれてきた時に既に赤ちゃんの脳幹はでき

あがっており、それを調整するのは親（養育者）

の役目である。

（7）家庭訪問の実際　　　

アリゾナには多くの民族が生活しており、さま

ざまな文化が混在する。今回の研修では各家庭

の持つ文化や価値観などを尊重しながら家庭に

介入していく方法を講義にて学び、実践場面で

どのように行われているかということを目の当た

りにすることができた。それぞれの家族の文化

や強みを知り、目標を立て、それに向けてアプ

ローチをして行く家庭訪問。臨機応変に対応し

て行ける知識、技術、柔軟性を一人ひとりのス

タッフが身に付けていた。社会資源の利用方法

や他機関との連携もしっかりと行っている専門

性の高さを感じながら同行することができた。ま

た、子育て支援ワーカーもスペイン、ペルー、ナ

バホインディアン、ドイツなど、さまざまな出身地

のさまざまな言葉を話せる人々で構成されおり、

多様な文化に対応できるようになっている。

今回の研修では、分散して9家族の家庭訪問

に同行させて頂いたがその内の3ケースを紹介

したい。なお、事例においては『子育て支援ワー

カー』を『ワーカー』と記述。

  【事例1】メキシコから移民して来た家族

ワーカー：ノエリアさん

（Noelia Rivera：経験年数3年半。ペルー出身）

①家族構成

 　3年前に貧困のためメキシコ・ドレンゴから

歩いて移民（密入国）して来た父母とアメリカ

で生まれた2歳の女児ノエリア（生まれた時

にワーカーと同じ名前を貰った、とのこと）の

3人家族。他にメキシコに6人の子どもが居る

（一番上が18歳）。移民当初父母共に働いて

いたが、母はノエリアを妊娠中に仕事を辞め、

現在は父が働き、メキシコに生活費を送金し

ている。現在も生活は貧しく、可動式の住居

（モービルハウス）に暮らしている。母は、

英語をあまり話せないため、家庭訪問はスペ

イン語で行われている。

※ 本来父母は見つかったら強制送還になって

しまうが、娘がアメリカで生まれたため、ア

メリカ人となっている。アメリカ人の娘に対

するサービスとして、密入国した人に対して

もサービスが行き届いている。

②主訴

 　貧困家庭。母親は妊娠中にメキシコに残し

て来た子どもたちが心配なことや父親の浮気

があり、（今現在は父親が気持ちを入れ替えて

浮気を止めている）母親は寂しく、将来につ

いて考えられず、出産前後にうつ状態になって

いたため、生活改善を図る目的で家庭訪問が
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スタートした。

③かかわっている期間・終結の見通し

 　2年半前から（娘のノエリアを妊娠中から）

 　毎週1回の家庭訪問を行っていたが、1カ月

前から2週間に1度に切り替えた。回数を徐々

に減らしつつ、ノエリアが5歳までかかわって

いく予定。

④面接場所

　　モービル（トレーラー）ハウス。周囲には同

じようなモービルハウスが沢山ある。入口に

は木製の手作りテラスがある。ワーカーから

娘さんが安全に遊べる場所を作るように提案

したところ、父親が作ったとのこと。家の中

は小さなベットルームとダイニングキッチンの2

部屋。

⑤訪問目的

 　娘が反抗期で母親の言うことを聞かないた

め、母親の言うことをよく聞くように指導中。

また、娘が夜なかなか寝付かないため、母親

は睡眠不足であり、早く寝付かせる方法を知

りたい。

⑥訪問内容

 　娘のノエリアに寝る習慣を付けるためにタミ

（ブランケット）を作るアクティビティをする旨

を伝え、ワーカーが途中までやってみせる。二

枚の布を重ね、四つのコーナーを切るように

母親に指示。作業をしながら昨日のノエリアの

様子を聞く。普段ノエリアが何時間寝ている

かを確認。8時間は寝るとのことなので、この

年齢にしては睡眠時間は充分であることを伝

える。ブランケットを作っている最中ワーカーが

「彼女は上手に作っているので、楽しみにして

いてください」と、私たちに伝えることで、母

親に自信を持たせる。

 　子どもが寝ないことで母親が叩いてしまった

り、必要以上に叱ってしまっていたとしても注

意するのではなく、言い方を変えるようにと伝

えたり、絵本を読むなど、他の方法を教えるよ

うにしている。また、成功例を話したり、カモ

ミールティーにミルクを混ぜたものを少し子ど

もに飲ませると良いというようなことを伝える。

ワーカー： 添い寝はしている？

母　親  ： 同じ部屋だから一緒に寝ている。ノエ

リアがなかなか寝ないから寝たふりを

するんだけど、ベットの上でジャンプを

したり、私の顔を引っ掻いたりするの。

ワーカー：ケースバイケースだけど、5 分間だけ

一緒に遊んでみたら？（ノエリアが別

室から来て母親と見つめ合い、キスを

する）

ワーカー： そう、それが一番良いの。素晴らしいわ。

そうやって目と目を合わせてコミュニケー

ションを取ることが一番大切なのよ。

 （ノエリアは母親の作っているブラン

ケットが気になり、手を出そうとする。

母親は「ダメ」と少し厳しい表情）

ワーカー：「今は待っててね。これであなたがあと

で遊ぶのよ。」と伝えてあげることが

大切なの。

母　親  ： 昨日もあまり眠れなかった。なんとか

早く寝るようになって欲しい。
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ワーカー： このブランケットを毎晩 8 時から9 時

頃に「寝る時間よ」と、ノエリアに渡

すの。（説明をしながら、ブランケット

をノエリアの肩にかけてあげる。ノエリ

ア、手触りのよいブランケットにウット

リし、そのまま母に抱っこされる）

母　親  ： この子がブランケットに包まれてこう

やって抱っこされるのは初めて。これ

をしてあげると毎晩ちゃんと寝るよう

になるかしら。（その後、母親はノエ

リアが寝ないことでどれだけ辛いのか

をワーカーに話す。ワーカーは子ども

にあたりそうになった時にはベットか

ら降りて水を一杯飲むことも大切だと

伝える）

・ 手紙が来ている。母親は英語が分からないた

め読めない。そのためワーカーが通訳して読

み聞かせる。手紙の内容は3歳児が受ける予

防接種についての通知であることがわかる。

ワーカーが事務所からアポイントを取るために

一度手紙を預かることを話す。この他にもこの

ケースは母親の健康の乳がん検診の日程を電

話で教えるなども仕事とのこと。

・ ノエリアが人形を持って来る。以前は車などの

男の子の遊ぶおもちゃが好きだったが、母親が

そのことを気にしていたため、ワーカーが女の

子の遊びを教え、この頃から女の子らしい遊び

もするようになってきたとのこと。ワーカーは持っ

て来た人形用のオムツをノエリアに選ばせ、人

形のオムツを替えてあげるように促す。ノエリア

がオムツを替えている間「お人形さん、気持ち良

くなったから寝るのかな？」と、声をかけ、ブラ

ンケットをノエリアに渡す。ブランケットで人形を

包むよう促し、ベッドルームで寝かしてあげる体

験をさせる。このことで子ども自身が寝る手順

を認識する。また、子どもに体験させている様

子を母にも見せることで、この様に寝かせると

良いということを伝える。

ワーカー：身体の調子はどう？

母　親  ： 元気よ。前回は、あなたが来なかっ

たから、とても淋しかった。（前回は

ワーカーが風邪をひき、訪問が中止に

なってしまっていたとのこと。）風邪に

はオレガノ、シロップ、レモン、お湯

を混ぜて飲むと良いのよ。

ワーカー：そうなの？今度試してみるわ。ありが

とう。

母　親  ： 私もブランケットを使ってノエリアが寝

る習慣付けをするようにやってみるわ。

⑦その他

 　アクティビティのブランケット作りは、どの母

親にも教えており、柔らかく、肌触りの良い布

で作る。タミタイム（アクティビティ参照）にて

使用することが多いが、今回は違った使い方

を提案をしていた。アクティビティで作った物

も工夫次第でさまざまな使い方があり、大変

良い。この様なアクティビティに使う材料は全

てHFAが負担してプレゼントしている。
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  【事例2】　ナバホインディアンの家族

ワーカー：ジェリーさん

（Geri Gordy：ナバホ出身）

①家族構成

 　ナバホ族の夫婦、子ども4人の6人家族。

一番下の女児が6カ月。一番上が14歳の女子。

母の叔母（母の育ての親）と、その主人（白

人）、母の祖母と一緒に住んでいる。

 　父は大工。ナバホ保護区には仕事が無く、

フラッグスタッフの方が仕事があることや、子

どもたちがナバホ保護区での生活を嫌がった

こともあり、フラッグスタッフとナバホ族の保

護区の間にあるナバホ族を追い出された人の

保護区に住んでいる。母親はナバホの人だが、

娘が英語しかわからないため、英語で話して

いる。父はこのプログラムに参加していない。

母親自身、内向的で大人しいので、心を開い

て話をすることが彼女の課題。繊細で、キッ

チリとした性格のため、今の家をHFAzが紹

介した時にも、改めて自分で調べ直して本当

に低所得でも暮らしていけるのか？返済の見

込みが立つのか？を検討していた。

②主訴

 　以前はアパートに住んでいたが貧困のため滞

納し、アパートから追い出された。その記録が

残ってしまっているため、住む所が無かった。

③かかわっている期間・終結の見通し

 　一番下の女児出産後から6カ月間、毎週1

回の訪問を行っている。

 　今後女児が5歳になるまで回数を減らしなが

ら継続していく予定。

④訪問目的

 　6カ月の娘をナバホ族の伝統的なクレイドル

ボード＊1という、ミノムシ状に縛って寝かせる

道具に寝かしている。月齢の割には、クレイド

ルボードから出して遊ばせたり、座らせたりす

る時間が少ないため、クレイドルボードから赤

ちゃんを出して遊ばせるように母親に意識付け

をすることが目的。

 　また、先日長女がリストカットをしてしまい、

ナバホ伝統のお払い（セレモニー）をしたとの

話があったため、その後の長女の様子を見る

ため。

⑤面接場所

 　この日、母親が2番目の子どもを学校に迎

えに行かなければならないため、早めに来て

欲しいとの連絡が入り、急いで出発。

 　普通このプログラムでは母親の「こうなりた

い」という意志を大切にしてプランを立てるが、

ナバホ民族の人については事前に予定を決め

ることは悪いこととされているため、ノープラ

ンで対応しているとのこと。貧困家庭との話

であったが、行ってみると、綺麗な車や大変

広い庭もあり、家の中は広々とし、この規模

は日本であれば「良い家」に入るのではない

かとの印象を受けた。　

 　母親と、兄（4歳）が出迎えてくれ、面接開始。

ワーカー： 赤ちゃんはどうですか？

母　親  ： 来週 7カ月になります。今、丁度寝た

ばかりです。昼寝の時は大体 20 分位

寝れば起きます。お父さんが帰って来

たら起こそうと思いますが、今はクレ

イドルボードに入れてこのままで寝か

せておきます。これに入れておくと姿

＊1：クレイドルボード（Cradler board）
 ナバホ族伝統の乳児用の寝具。頭部にはレインボウアーチというアーチが付いており、万一高い所から落ちても頭を守る役

割をする。これを使う理由としては足や背中が真っ直ぐになるからとのこと。
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勢も良くなり足も長くなるので、これ

が良いと思っています。レインボ－アー

チは上から物が落ちた時、頭を守って

くれる役割をします。

ワーカー： クレイドルボードから出すことはある？

母　親  ： この前、庭で雪乞いの儀式＊2をした

時にクレイドルボードから出したら、土

を食べちゃったの。でもこの子の祖

母が「大丈夫」って言っていたから多

分大丈夫だと思う。クレイドルボード

に入れておけば危険なことからも守ら

れるから、やっぱり安心。（母親が雪

乞いの儀式の時に採った、煎りたて

の松の実をわれわれにご馳走してく

れる。長女、学校より帰宅。恥ずか

しそうに挨拶をし、しばらくダイニン

グにて松の実を食べている。赤ちゃ

んが起きたため、クレイドルボードか

ら出す。兄が「これは僕のボードだ。」

と説明してくれる。兄弟が代々使用し

ているとのこと。ワーカーは予防接種

を無料で受けられるチケットについて

母親に説明。）

ワーカー： （長女に）セレモニーしてからどう？

長　女  ： 良い感じ。

ワーカー： そう。それは良かった。

ワーカー： （母親に）何か変わったことは？

母　親  ： この子、ガラガラを左手で持つことに

気が付きました。

 （ワーカー、母、一緒に赤ちゃんにガ

ラガラを持たせて確認）

母　親  ：  4 歳のこの子を昼からのフリースクー

ルに連れて行こうと思っていたけど、

ヘッドスタート＊3の先生の前で落ち着

いていられないから、まだ難しいかも。

 　最後に私たちから母親に「毎週ワーカーにこ

のように訪問して貰うことについてどのように

思いますか」と質問すると「良いです。全て満

足しています。子どもの教育の仕方、生活の

仕方等、持って来てくれる物、全てが良く、感

謝しています。」との感想を話してくださった。

＊2：雪乞いの儀式
 松の葉を振り、毎年雪乞いの儀式をする。雪が降る事で、次の年に松の実がたくさん採れることを祈願する儀式。
＊3：ヘッドスタート
　 低所得家庭の未就学児を対象としたサービス。一人に付き一人の先生が週に1回～ 2回家庭訪問をし、入学準備をする。
 （幼稚園のような内容）所得が低い程多く来てもらえるサービス。
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⑥その他

 　ナバホインディアンのクレイドルボードにまず

初めに大きなショックを受けた。日本であのよ

うな対応をしていたらおそらく虐待として扱わ

れてしまうであろう。また、姉のリストカットの

件について、これ以上介入しなくても良いの

か？との疑問を持ったが、「ナバホの場合、この

ような問題も医者に見せず、セレモニーで治す。

ナバホの決まりで、セレモニーの後は、そのこ

とについて口に出してはいけないことになって

いる。そのため、今回はその後の具合につい

てのみ尋ねた。彼女たちの文化については理

解している。彼女自身がOKならばOK。しかし、

まったく心配が無いわけでは無いため、様子

を見守りつつ、彼女の学校とも連絡を取り合っ

ている。彼女の学校は、カウンセリングルーム

があるため、そこにも繋げるようにしている。」

とのことだった。また、サービスの対象者は

赤ちゃん自身であるが、その子を取り巻く家族

の問題は赤ちゃんの問題でもあるため、今回

のように他の家族に重大な何かがあれば、そ

れにも対応するという。このプログラムは家族

が最初に立てる目標や、予定についても相談

するが、「予定を立てない」ナバホの風習に合

わせて、あえて行わずに対応しているとのこと

だった。

  【事例3】　若いカップルと赤ちゃんの家庭

ワーカー：アンバーさん

（Home Visitor Amber Ringstd ： 経験年数15カ月。

アメリカ出身）　　

①家族構成

 　父18歳でショッピングモールの店員、不規

則勤務。母22歳、美容師、現在は週2日のパー

ト勤務。5カ月の赤ちゃんの3人家族。数カ月

前に入籍し（訪問開始時は未婚）、来年に教

会で式をあげる予定。父方祖父母は、最初は

母が年上で、未成年の本人との間に妊娠をし

たことについて嫌悪していたが、子どもが生ま

れてからは受け入れている。母方祖父母は喜

んでおり、近くフラッグスタッフ近くに引っ越し

てくると言っていた。

②主訴

 　父親は、責任感は強いが若年のため、リス

ク要因となっている。二人が付き合い始めて

から数カ月で妊娠。父母ともに自信が無く、

父親は高校生であったし、母親はうつの傾向

があった。

③かかわっている期間・終結の見通し

 　1カ月。今後しばらくは週1回のペースで家庭

訪問を行う。子どもとの関係はよくなってきてい

るので、保育園に入る頃には保育園と連携をと

りながら隔週訪問に回数を減らしていきたい。5

歳まで支援するが、少しずつ訪問の間隔をあけ

ていく。

④当日の訪問目的

 ハイハイができるように教える。

⑤面接場所

 　比較的新しい公営住宅。2LDK。部屋は整

理されており、育児に関する用具などは揃って

いる。父母が揃っての面接となった。ワーカー

が母親に赤ちゃんの様子を聞いて面接開始。 

うつぶせにして、タミタイムを行う。（アクティビ

ティ参照）
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 ・ 母親、ハイハイするためのアクティビティの

道具であるペットボトルで作るガラガラ（アク

ティビティ参照）作りを行う。

 ・ 父「お腹空いた？」と赤ちゃんに話しかけ、

キッチンでベビーフードを作り始め、父親が

ベビーフードを食べさせる。

 　赤ちゃんが父親が食べさせているスプーンを

掴もうとする。ワーカーは物をつかむことにつ

いて、この赤ちゃんは6カ月くらいの発達をし

ている。赤ちゃんがスプーンを自分で掴むと、

ワーカーは手を叩いて「できたね！！」と褒める。

母　親  ： 乳児食は変なものが入っていないよう

に、自分たちで工夫をして作ろうとし

ているの。アボガドとバナナを混ぜて

作ってみたけど、赤ちゃんはバナナが

苦手みたい。（アイスキューブの容器で、

ひとつずつ作って凍らせているのを見

せてくれる。1個ずつに分けないで残す

と、赤ちゃんの唾液からバクテリアが入

り、おなかを壊すのでこうしていると説

明する）

・ 母親が抱いて、口を拭く。うつ伏せにして、

ハイハイの練習を始める。赤ちゃんは作った

ペットボトルを転がして遊ぶ。

・ 猫の話になり、母親はワーカーに赤ちゃんが

ひっかかれた足を見せる。

・ ワーカーと母親は赤ちゃんのハイハイにかかわ

り、赤ちゃんが声を出すと、ワーカーは声をか

ける。父親は猫を押さえて近くに行かないよう

に気を付ける。赤ちゃんを仰向けにし、声を

出す赤ちゃんに母親が「どうしたの？」と声を

かける。赤ちゃんが声をだし、母親が声をか

けるというやりとりをする。

ワーカー：こうしてお互いに反応していることを、

“母と子のダンス”と言うの。この家

庭は、父も子育てに参加できていると

ても幸せな例です。

・ 父親がミルクを作ってくる。

母　親  ： 「お腹空いた？」（と赤ちゃんに話しか

けてから飲ませる。たくさんミルクがで

るので母親が驚いていると父親が「祖

母がほ乳びんの乳首の穴を大きくして

しまった」と説明した。

・ 父から母方祖父母がフラッグスタッフの近くに

引っ越してくる予定があることや3日後に父方

祖父がお守りに来てくれる予定があることなど

の話がある。

・ その後も父母から3カ月母乳で飲ませていたが

吐いてしまい、特製ミルクを使ったら落ち着い

たことや、うつぶせにすると足が強く動いてい

ること、夜泣きのときは父親が対応しているこ

と、出産直後は高校と仕事の両立で子育てが

大変だったこと、などの話がある。また、いつ

も使っているという“super baby food”という

本を見せてくれる。

・ 赤ちゃんが寝返りをうつ。みんなが喜んで手

を叩くと、泣き始める。母親が抱き、父親は、

「彼は疲れているんだ」と話す。
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⑥その他

 　父母がワーカーに自分の子育てについて話

をすることで、父母として子どもを大切に育て

ていることを知ってもらい、頑張っていること

を認めてもらう機会となっている様子をよく見

ることができた。ワーカーはまだこの仕事を始

めて15カ月ではあるが、誇りを持ってこの仕

事を行っているとの話があった。

（8）新任職員（子育て支援ワーカー）トレーニング

　　について　　

HFAでは、新任の子育て支援ワーカーも早い

時期から一人で家庭訪問を行う。今回出会った

子育て支援ワーカーのなかにはまだ経験が15カ

月であるにもかかわらず、自分の仕事に自信とプ

ライドを持った人もいた。また、今回の研修で

出会ったスタッフ一人ひとりのプロ意識が高く、

自信に満ちている。何故そのような職員教育が

実現できているのだろうとの疑問が私たちの中

から多くあがった。その理由としては『質を落と

さずにサービスを行う』ことを大切にしていること

がポイントであろうと私たちは確信した。その仕

組みとして、以下のことが徹底されていることを

学ぶことができた。

まず、就職希望者は学士または修士といった

何らかの専門的なバックボーンを持った人たちが

来る。例えば心理学、社会福祉、精神保健、保

育などなど。中には、元刑務所のカウンセラーと

いう人もいる。

子育て支援ワーカー希望者は、採用面接（付

表7・8  P154～155面接質問項目参照）を受け

て採用が決定される。その後、最初にHFAのプ

ログラムに沿った集中的な1週間のプログラム（教

育）を受けることになっている。

しかし、HFAの研修はトレーナーが本部から

来た時に数人まとめて行うため、就職してすぐに

研修を受けられる人もいれば、6カ月後の人もい

る。内容は今回の研修で私たちが講義していた

だいた内容や演習などが中心とのこと。

HFAに勤めるとすぐにケースを持つことにな

る。初めはスーパーバイザーのケースに同行して、

家庭訪問の方法を見て学ぶ。その後自分のケー

スを持ち、数回はスーパーバイザーに見守られな

がら家庭訪問を行うことになる。この教育方法

をシャドーウィング（shadowing）と呼ぶ。

そのようにして最初の一年間は自分でケースを

持ちながら必要な知識と技術を得るためにいく

つもの講座を受けなければならない。自分が学

んできた専門分野以外に、医学、心理学、保育

学、社会福祉学、精神保健などなど多岐にわた

る内容を勉強するとのこと。

それに加えてHFAの人材育成の中で特筆す

べきはスーパービジョンシステムにある。子育て

支援ワーカーなど、スタッフは全員必ず一人につ

き一人のスーパーバイザーが付いており、何でも

相談できる状況になっている。その中でも長所

に焦点を当てた人間関係が大切にされており、

一人ひとりのスタッフの大きな原動力となっている

（スーパービジョン参照）。一人ひとりのスタッフ

が一人で抱え込まず、心のケアもなされ、余裕が

あるからこそ質の良いケアが出来ている。このよ
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うにHFAのしっかりとしたマニュアルに基づき、

レベルが高く、多くの知識を得られる徹底した

質の良いスタッフ研修が行われており、全スタッ

フが同じ高いレベルの知識を共有できるシステム

となっているのである。

（9）スーパービジョン体制

スーパービジョンはHFAが掲げる12の重大原

則の一つであり、プログラムの質を高めるための

「鍵」と位置付けられている。

HFAz（健康な家族アリゾナ）では、子育て

支援ワーカー一人につき必ず一人のスーパーバイ

ザーが付いている。そして子育て支援ワーカーは

必ず週2時間以上の個人スーパービジョンを受け

た上に、毎週グループスーパービジョンも受けな

ければならない。

それらの内容は、

①人間関係のとり方

②専門職としての「自分」の使い方

③訪問で「何が起こったか」ではなく「どのよ

うに訪問が行われたか」

に焦点を置いたスーパービジョンとのことであ

る。そこでは、担当する家族に対する疑問に答

えたり、子育て支援ワーカーが欲求不満を表現

する機会にもなっており、子育て支援ワーカーの

バーンアウト（燃え尽き）を防ぎ、離職率を最小

限にとどめる努力がなされている。なぜなら、子

育て支援ワーカーが途中で替わると、利用者が

サービスを継続しない場合があるからである。

スーパーバイザーに対する教育・支援も充実し

ている。スーパーバイザー全員に2段階にわたる

トレーニングが課され、乳児精神保健に焦点を

当てた研修も提供される。HFAzのスーパーバイ

ザーは全員学士号か修士号を持っており、高い

専門性が確保されている。さらに、4カ月毎にスー

パーバイザー会議が開かれ、他分野のチームと

困難なケースを検討することもある。

プログラムの質を向上させ、一貫性を確保し

続けるために、スーパービジョン体制がしっかり

と確立されていることに大きく驚かされた。子育

て支援ワーカーの担当件数に上限があることも

同様だが、プログラムの質を保ち向上させること

が重要視されており、そのシステムがしっかり確

立されていると感じた。もちろん、そのために査

定と認定制度の確立がなされており、そのこと

でHFAが全米で高い実績と評価を受けている

大きな要因であろう。（付表6   P153参照）
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5　関連施設訪問
5.1  ペアレンティング・アリゾナ

　　（Parenting Arizona）

（1）所在地

アリゾナ州トゥーバ市

（2）設　立

活動は1988年、ナバホインディアン居留地に

あるトゥーバ市で始まる。当時は子どもが学校

帰りに来たり、夏のキャンプを行うプログラムを

したり、親業訓練のプログラムを学校を借りて

行ったりしていた。1995年に健康な家族アリゾナ

（HFAz）と提携。現在のプログラムを開始する。

（3）スタッフ

2名（テリーサ所長、テリー・ホージンさん）

昨年まではスタッフは5名いたが予算が減額さ

れ2名になった。所長も家庭訪問をしているた

め忙しい。われわれの研修後、減額されていた

予算が再び戻ったという良い知らせがあった。

テリーサ所長は日本からの海外研修団が視察に

来たことを行政担当者に報告しておりその影響

もあったようである。

 （4）利用対象　　　　　　

サービス地域は40マイル平方（約4,000km2）

の範囲であったが、スタッフが5人から2人に減っ

たため、現在はトゥーバ市とホピインディアン村

の2地域を中心に行っている。現在、20ケース

の支援をしており、ケース数の内訳はテリーサ所

長が5ケース、テリーさんが15ケースである。

利用者には、麻薬よりもアルコール依存症の

人が多い。そして貧困、失業、居住するところ

がない（自分の家がなく親族の家を転 と々し、小

さな家に何世代も一緒に住んでいるなど）、若年

出産や家庭内暴力も多い。そのため希望を失い、

無関心、表情が乏しい人が多いなどの現状がある。

（5）運営費

基本予算は年間約＄28万8千（2,592万円・

1＄＝90円）で、その他に共同募金から年間＄8

千（72万円）ある。基金のカットによりスタッフ数

が減り、事務所の規模も縮小している。因みに、

アリゾナ州全体では年間＄2,200万の予算が一

時＄600万にカットされたが、今年6月に＄1,200

万に増加したとのこと。

（6）活動内容

①家庭訪問

 　今回は特別にテリーさんが家庭訪問してい

る家族に事務所にきていただき、家庭訪問の

様子を見学させていただいた。通常の家庭訪

問内容はアクティビィティを基本に、時間は1

時間である。

 　家族構成は母親（クリスティーナ）とそのボー

イフレンド（白人）、4歳のシェリータちゃんで

ある。母親は軽度の身体障がいがあり障がい

手当てを受けている。家庭訪問を始めた頃の

母親の表情は無表情だった。若年出産で経

済的にも貧しく、育児不安があったためである。

 　現在の相談内容はしつけの問題で、シェリー

タちゃんが4歳になり、自己主張が強くなり、

言うことを聞かなくなってきているため母親が

苦労している。以前、かんしゃくを起こした時

のタイムアウトの方法を教わり、その効果は出

ている。また、学校の先生が家に来てくれる
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ヘッドスタートプログラム（P51参照）も利用し

ている。その際、シェリータちゃんは4分くら

いしか落ち着いていることが出来ず走り回って

いたが、最近では母親が「どうする？」と聞き、

母親が隣に座ると、もう少し座っていられるよ

うになってきた。

 　シェリータちゃんは我々が見ていたため緊張

しており、テリーさんがシェリータちゃんに話し

かけ、積み木を見せて形を尋ねるが答えない。

テリーさんが箱の中に入れて、「見て、見て」と

声をかけると少し緊張がとけてきていた。

 　最後に生活状況を尋ねて安定していること

を確認し、次回の予定を決めて終了する。

②スクリーニング

 　病院にプログラムの案内とセルフスクリーニ

ングの用紙を一緒に置いておき、母親たちは

スクリーニング用紙に記入をし、ペアレンティ

ング・アリゾナに送ってくる。それに基づきペ

アレンティング・アリゾナのスタッフが病院に

訪問しアセスメントをする。私たちが訪問した

2009年9月はセルフスクリーニングが15件送

られてきており、そのうち5件をアセスメントし

たところ、全て利用者になっている。また、そ

の他にも更にテリーサ所長が週1回病院に行

きスクリーニングをし、プログラムを必要とし

ている人を探す。どこに在住であるか確認し、

担当地域でなければその地域の担当者につな

げていく。そのため、書類を見なかった人に

ついても説明漏れがない状況となっている。

 　出生人数は、年間500～550人。内訳は、

1/3はトゥーバ市の人、1/3は、その周辺の

ニューメキシコなどの地域の人、1/3は、フラッ

グスタッフなど別の地域の人となっている。産

院は、トゥーバ市に1施設のみで、まだ自宅

出産の人もいる。なぜ遠くからナホバの人がこ

の産院に来るかというと、赤ちゃんを包む袋と

へその緒を受け取ることができるからである。

インディアンの風習で、へその緒を乾燥させて

とっておき、父が父方の祖父に渡し、子どもに

医者になってほしければ、病院の近くにうめる

など将来の希望や職業に関するところに埋め

る風習があるからである。

③親業訓練プログラム

 　虐待、放置の問題で、児童保護サービスが

介入した親には裁判所から通知が来る。親権

を一時取り上げられた親は、このペアレンティ

ング・アリゾナにて、週に1回親業訓練を受け

なければならない。中には子どもが問題行動

を起こしていて母親が呼び出されるケースもあ

る。裁判所からはこのプログラムを受けない

と親権を剥奪すると通知がある。停止になっ

た親は、子どものしつけや体罰のない叱り方

の訓練を受ける。この訓練を受けた親は昨年

1年間で60人いたが、受講するカリキュラムに

は到達目標があり、12週間で修了しなければ

ならない。現在12組が受講している。

 　子どもを保護する場合は、里親になる人も少

ないため、血縁親族に預けることが多いが一

般的にアメリカでは収容する施設はなく、政策

の方向性も収容型ではない。青少年犯罪とし

ては家出、薬物の問題が多く、少年院がペア

レンティング・アリゾナのセンターのすぐ裏にある。

④ソーシャルパーティ

 　通常は年間4回、支援対象家族を呼んで

パーティをしていたが、現在は予算不足のため

できていない。家族からはテリー所長にパー

ティができなくて寂しいという声も上がってい
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る。現在ハロウィンにパーティができないかと

いう相談がある。

（7）課題

スタッフの対応が暖かく、情緒的サポートが良

いと、今までペアレンティング・アリゾナを拒否

した人がいないくらい利用者から信頼されてお

り、母親同士の口コミを通して活動は広がって

いるが課題もある。

大きな問題は予算が足りないことである。前

述したように州政府からの予算がカットされただ

けでなく、不景気のため寄付金も減っている。

そのため、スタッフが減り、訪問ケースを削らな

ければならず組織作りも遅れている。この地域

ではネグレクトや貧困のため医療ネグレクトが多

く、子どもを放置して買い物に行っているケース

も目立っている。今後は更に自宅出産に立ち会

う助産師とも連携を取れるようにし、少しでもそ

うしたケースを減少させていくことが課題である。

　アリゾナ州北東部からニューメキシコ州にまたがる砂漠地帯に、一定の自治権を保有した「ナバホ・ネ
イション（Navajo Nation）」として、アメリカ最大のインディアン保留地（バージニア州と同じくらいの
広さ）を領有している。
　ナバホ国の人口は、25万人でそのうち、ホピ族は人口1万5千人である。トゥーバ市は、文化的に多
様な国で、ナバホ族とホピ族とパイユートゥ族がいる。民族ごとに伝統文化が全く違う。
　バスやタクシーがないため交通の便が悪い。水道、ガスはなく、特に道路整備が不十分で道が無いこ
とが今ナバホで一番の問題である。土が粘土質で雨が降ると水を吸わずにぬかるみ、道が川のように洪
水になるため移動は困難である。そのため、ペアレンティング・アリゾナのスタッフも移動に大変苦労し、
時には命がけになることもあるとのこと。トゥーバ市には地下水が多く流れている。「TUBA」の意味は
「水がいろいろな方向に流れている」という意味。今は貯水池があり、なまずなどを養殖するようになっ
ている。主要な産業は観光である。ナバホ族はグランドキャニオンという観光地を持ち、ホピ族は伝統
的に自給自足度の高い定住農耕民である。

　ナバホ族のシンボルマーク。山が東西南北に描かれ、聖なる山
を表し、羊・鹿・馬・牛の絵も描かれている。虹が多いので、虹の絵
も描かれている。命の象徴である、コーンも描かれている。文字に
「great seal of the navajo nation」と描いてあり誇り高い民族
であることがわかる。

ナバホ（Nabajo）の紹介ナバホ（Nabajo）の紹介
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5.2  オルタナティブセンター

       （ALTERNATIVES CENTER）

（1）  概要

「ココニノ郡オルタナティブセンター」はアリゾナ

州のツーソン市に本部を置き、8歳から18歳の子ど

ものためのシェルター（避難所）として1996年から

運営されている。定員は8名であり、職員は12名。

24時間体制、3交代のシフトで運営している。また、

虐待のホットライン事業も行っている。

（2）  オルタナティブセンターのプログラム内容

（3）その他のプログラム

①18～25歳の対象者には、フレスコ地区に別の

プログラムがあり、スタッフが個別のプログラ

ムを立て、ライフスキル（地図を教える、職業

指導を行う、賃貸住宅の契約の仕方を教える

など）を教え、収入にあったアパートを探すこ

とで、対象者が自立して生活できるように援助

している。

②現在、連邦政府のproject safeplace（安全な

場所プロジェクト）という新しいプログラムを推

進しており、地域の商店などに子どもが助けを

求めて駆け込めば、その商店からオルタナティ

ブセンターに通報してくれるという仕組みになっ

ている。情報提供があればアウトリーチプログ

ラムチームがインタビューを行い、保護する。

対象児童 プログラムの内容

家族とも密接に連携をとり、家族が安定するまでの期間センターで生活する。期間は2週間か
ら1カ月である。また、鑑別所に行く代わりにオルタナティブセンターに来て家族が安定する
まで生活をするケースもある。

アウトリーチプログラムといい、野宿や家出をしている子どもたちにインタビューをしてシェル
ターに保護する。その中には、保護を嫌がる子どももいる。アウトリーチプログラムは保護を
強要せず、その子どもに何が必要か聞いて、例えば体調が悪い子どもには医者を紹介する、お
なかがすいている子どもにはフードバンクという無料で食事ができるところを紹介しながら、
最終的にはオルタナティブセンターに保護することを目標としている。アウトリーチプログラ
ムは、3名の職員でチームを作り、インタビュー活動を行っている。先月は1カ月で180名に
インタビューをした。家出の原因は、虐待が大きな問題となっており、その場合は子どもがな
かなか言い出せないことも多い。よく話を聞いて問題の糸口を探る努力をするが、「子ども保護
事業」（Child Protective Service : CPS）が介入して保護するケースもある。

プログラムが終わった後は、18歳未満の子どもは3カ月の間フォローをする。18歳以上の場
合は、電話での相談にはのるが、訪問はしない。

オルタナティブ
センターを出た
子ども

家出をした
子どもたち

鑑別所を
出所して来た
子ども
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（4）感想

日本では一時保護所が子どもの保護を行ってい

るが年齢幅が広く、保護の理由も被虐待、非行な

どさまざまであり子どもによって課題が大きく異な

る。アメリカでは対象となる子どもによってプログラ

ムが細分化されており、より効果的な援助ができ

るという印象を受けた。

また、日本では、家出をしている子どもに対して

積極的に調査をしたり、保護をするシステムはなく

警察に保護されることに頼っている現状である。こ

のプログラムは問題の早期発見、解決に有効であ

ると思った。

5.3  ココニノ郡立少年審判所
       （COCONINO COUNTY JUVENILE COURT）

（1）概要

ココニノ郡立少年審判所はココニノ郡フラッグ

スタッフにあり、少年審判を行う法廷と鑑別所、

さらには治療施設が一緒になった施設であり、

入所理由については軽微な犯罪としては万引き

から、重篤なものでは殺人まである。収容期間

は1日から6カ月と開きがあり、平均すると18日

程度である。

収容されている子どもの年齢は8歳から18歳

までであるが、8歳以下の子どもは「子ども保護

事業」（Child Protect Service：CPS）の管轄に

なる場合が多く、平均15歳～16歳である。基本

的に閉鎖施設であり外出は認めないが、通院の

必要がある時は手錠・腰紐・足かせをつけて通

院する。また、精神科医には往診してもらうこと

もある。

警察から連行されるとインテーク室に通され、

施設に子どもが収容されると警察の手を一旦離

れる。収容された子どもはメンタルヘルス職員

の面接を受け自殺などの恐れがないか確認を行

う。その後、保護観察官が面接し、初犯などで

軽微な非行の場合は親を呼び、守るべきことを

伝え、注意をして3時間程度で帰すこともある。

その後の生活で問題なければ、審判の不開始が

決定する。重罪の場合は郡の弁護士が付き、ヒ

アリングや法廷を開くなど公式な手続きが取られ

る。法廷では成人と同様、黙秘権など持ってい

る権利について説明がある。さまざまな審判が

下され、家庭復帰でない場合、施設での拘留日

数が言い渡される場合がある。その日数は基準

であって行動次第では長くも短くもなる。施設で

は行動療法を基礎として考え、良い行動にはポ

イントを与え褒美を与える。褒美としては施設内

の調理補助や洗濯物たたみなど、さまざまな活

動・実習の権利を得る。このプログラムはステッ

プアッププログラムと呼ばれ、5段階のレベルで

行動の自由度が違い、他州ではユタ州でも行わ

れている。

少年審判所の目標は施設に行かないように、

できるだけ早く家族の元に返すことを考えてい

る。家族が安定しない場合は家族に来てもらい、

面接を受けてもらうこともある。家庭には返せな

い場合、親族里親やグループホームなどに措置

される。

（2）施設

①インテーク室

 　鍵のかかる部屋が3部屋とシャワー室があ

り、外からすぐに入れる15畳程度の部屋であ

る。各部屋には備え付けのイスがあるだけで、

壁は薄いブルーに塗られている（気持ちを落ち

着けるのに有効とのこと）。ドアには食事を通

すための隙間がある。
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②入所者の生活スペース

　　個人部屋10部屋（2階建てで各フロアー

に5つの部屋）とシャワー室で一単位のポッド

（Pod：エンドウマメのさやの意味）と呼ばれ

る空間が4つある。壁はクリーム色に塗られ、

落ち着いた雰囲気である。男子用が2ポッド、

女子用が1ポッド、治療用で1ポッドあり、さら

に独房1部屋、インテーク室3部屋で、施設の

入所人数は45人定員である。常時25人程度

が入所している。

③法廷

　　一番前に裁判官の席、その両脇にはアメリ

カの国旗とアリゾナ州の州旗が飾ってある。

裁判官と向かい合い、裁判官の右手には弁護

士・保護監察官・子どもの座る席がある。子ど

もは弁護士・保護監察官の間に座るようになっ

ている。そして、裁判官の左手には検察官の

席があり、後方は傍聴席となっている。傍聴

席は加害者・被害者の親は来てもいいが、一

般の人は子どものプライバシーを考慮して選別

している。

④その他の施設

 　キッチンやランドリー、入所者がプログラム

を行う教室、屋外にバレーコート（壁・フェン

スで完全に包囲されている）などがある。ド

アには一つひとつ鍵があり、職員のトランシー

バーで中央の司令室に連絡して開けてもらう。

（3）入所者の生活と職員体制

①入所者の生活

 　自分の成長に必要なことを行動療法で学ん

でいる。7時に起床し9時に就寝するまでの間、

1日5時間、施設内の学校に行かなければな

らない。ここでは2つのクラスがあり、2時間

ごとにクラスを入れ替えて行う勉強とレクレー

ションのカリキュラムが組まれている。夕食後

にはボランティアが来て、勉強を教えてくれ、

12時間の起きている時間は、できるだけ部屋

に入らないように活動を考えている。

 　1つのポッドでは6人の入所者に、治療が行

われている。精神疾患を抱えた入所者に対し

てサービスを提供する治療施設がないので、

ここで治療している。基本的な造りは他のポッ

ドと同じであるが、入所者はステップに応じ自

由度（私物の所持・外出可・服装等）が違う。

入所期間は半年から1年で、家族は週3回面

接にくる。

②職員体制

　　25人のユース・ケア・ワーカー（YCW：

Youth Care Worker）と呼ばれる職員が、3シ

フト24時間体制で子どもをケアしている。1人

のユース・ケア・ワーカーが8人の子どもを担当

し、しっかりかかわる体制を取っている。

（4）感想 

　　日本でいう家庭裁判所と少年鑑別所が一緒

になった施設であった。日本では少年審判に

ついては、公開の法廷で刑罰を科すことが少

年にとって必ずしも良い結果をもたらすとは限

らないという考えから、非公開の手続きをと

り、加害者・被害者の家族が顔を合わせるこ

ともないが、アメリカでは一般人の傍聴はプラ

イバシーを考慮するものの、加害者・被害者

の親が傍聴できるというのは日本とは考え方

が大きく違うものであった。

 　裁判所と鑑別所が同じ施設にあることは、

輸送やその際に生じる危険を軽減することが
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でき、また情報の提供や共有もスムーズに行

うことができ、合理的な施設であると思う。ま

た、法廷の裁判官が審判を受ける子どもが居

住するスペースに入れるので、その裁判の対象

になる子どもを目にすることができ、書類だけ

の判断だけでなく、子どもの人となりも考慮し

た判決が下せるのではないかと思う。

 　再び施設に戻ってくるのは都市部に比べて

少なく、全体の6％ほどである。アメリカでは

入所施設を減らしているが、現場の職員は罰

する施設というより治療施設が必要と感じて

いるようである。日本でもアメリカの動向に習っ

て施設の小規模化、里親委託を推進している

が、現地での話を聞いてケアの専門性を持っ

た施設の重要性を感じた。

6　アリゾナ班研修所感
6.1  はじめに

HFAプログラムは、実施と評価を繰り返すこと

でその精度、効果をあげることに成功し、アメリ

カ35州で使われるようになっている。日本におい

ても、虐待予防活動に活かすべく、HFAプログラ

ムを基に2007年度に、生後4カ月までの乳児のい

るすべての家庭を訪問する乳児家庭全戸訪問事業

（こんにちは赤ちゃん事業）と養育支援訪問事業

が始まっている。

厚生労働省によるこの事業の内容を見ると、実

施主体は市町村であり、訪問スタッフには「愛育

班員、母子保健推進員、児童委員、子育て経験

者等を幅広く登用する」とある。市町村によっては

母子保健法に基づく保健師の訪問と併せて行って

もよく、研修プログラムも任されている。各市町村

の実情に応じたサービス提供をできることを期待す

るが、子育て支援にどのくらい力を入れているかに

よって、サービスや質の格差が大きくなるだろう。

6.2  今の日本に求められるもの

アメリカは「今、1ドル虐待予防に使えば将来社

会保障に4ドル使わなくてもすむ」という経済効率

の視点から虐待予防を考えている。それは、質の

維持、効率的、社会に有益であると実証されてい

るためであり分かりやすい例えである。しかし、ア

メリカの児童福祉がすべて行き届いているわけで

もないため、自己責任、自己選択が全て良いとは

言えないと思う。日本の長所と言える、全ての人を

助けようとする、人情の厚い姿勢も必要だと感じ

る。そのための人的余裕と現場の知識や技術が必

要である。

単純にアメリカと日本の福祉の体制を比較するこ

とはできないが、アメリカは親（個人）の責任、こ

のプログラムを実施する責任、国の責任について

明確にしている。そして、プログラムは親との「契

約」によってサービスを提供するものであり、その

関係は対等である。日本でも虐待予防を目標に置

き、全国で同レベルの訪問事業が行われ、ハイリ

スク家庭を継続的に訪問するシステムが導入され

ることを期待したい。

6.3  職員教育を学ぶ

私たちはまず、それぞれのワーカーに高いプロ

意識や専門性があることに衝撃を受けた。そして

HFAの職員教育を学び、日本の新任職員教育に

ついて課題が浮き彫りにされた。

日本の新任職員教育は、「先輩を見て学べ」とい

う職人芸のような教育方法が多く、先輩自身が知

識よりも経験と勘に頼っているのが現状ではない

だろうか。一人での訪問を新任に任せて大丈夫な

のか？苦情が来たらどうするのか？など、悪い方向

に考え、先輩職員が仕事を抱え込む。そして、現

場に余裕が無くなってしまい、バーンアウトする職

員も出てくる現状もあるのではないか。
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HFAでは、研修が徹底され、子育て支援ワー

カーはプログラムの概要や方法だけでなく、家族

がどういう性質であるかを脳の発達から理解し、

相手が受けたであろうトラウマによる脳への影響や

その後の成長における影響までを理解しているこ

と、一人ひとりの職員が子どもの年齢に合わせた

発育、保健所等の社会資源の活用方法から、寝

付かない子どもに飲ませたら良い飲み物などの生

活の知恵まで幅広い知識を持ち合わせ、心を閉ざ

した人へもアプローチをして行く高いコミュニケー

ション能力や柔軟性があり、高い知識に裏づけさ

れた経験を重ね、その上で共に学び、共に育ち、

まさに、人と人のコミュニケーションのプロ集団で

あると感じた。そして科学的に裏づけされた知識

を多く持ったプロ集団であるだけではなく、スー

パーバイズの徹底により、スーパーバイザーの存在

が強みになっている。必ず一人の子育て支援ワー

カーに一人の担当スーパーバイザーがおり、上下関

係の信頼関係も厚いため、職員の心の余裕も守ら

れている。スーパービジョンする職員にも担当スー

パーバイザーがいる。子育て支援ワーカーにかかわ

らず、役職が上の人にもスーパーバイザーがおり、

役職が上の人でも立場が下の人にスーパービジョン

を受けている。誰でも迷い、不安になることはある。

それを聞いて一緒に考えてくれる人がいることの心

強さ、安心感は、職員にとって大きな支えとなって

いると感じた。そして、相手の長所に焦点を当て

た人間関係が大切にされており、一人ひとりの職員

の大きな原動力となっている。また、心の余裕が

保たれている一因として、一人10～15ケースのみ

を担当し、それ以上は受け持たないことになって

いる（忙しい時にはどうしてもキャリアのあるスタッ

フが多めになってしまうこともあるとのこと）。勤務

時間は毎日8時から17時まで。土日は休みとなっ

ている。このように子育て支援ワーカー自身のプラ

イベートに支障がないよう、無理のない仕事量と、

勤務体制となっている。時間をしっかりと守ったメ

リハリのある勤務体制も大きな要因であろう。一人

ひとりの職員に余裕があるからこそ質の良いケアが

できる。日本の児童福祉の弱点である「新任職員

教育」に加え、「余裕の無さ」の解決の糸口が一つ見

えたような気がした。

6.4  家庭訪問から見えたもの

「訪問をしていることで母親から生活の知恵を教

えてもらうこともあるから、ギブ＆テイクの関係だ」

と子育て支援ワーカーが話していた。母親が子育

て支援ワーカーに何かを教えることで母親自身にも

「誰かの役に立てる存在」としての自分を体験する。

また、定期的な家庭訪問は、きれいな家を保と

うとし、生活の向上に意識が向く。外に出て気分

転換をすることも必要だが、誰かが家に来てくれる

こと、一生懸命に子育てをしている両親の努力を

認め、具体的に褒めて良い所を強化してくれる人の

存在の大切さを改めて感じた。家族にとって家は

社会からの安全基地であり、そこに他人が踏み込

むには信頼関係が必要不可欠である。アメリカに

は多様な文化があり、移民してきた家族や民族性

の強い家族と信頼関係を作るためにはさまざまな

工夫がなされており、それを実際に視察できたの

がナバホであった。

ナバホは民族間の格差に長い歴史があり、多く

の民族がそれぞれ独立し文化や伝統を尊重し、何

よりも誇り高き人々が共存する地域であった。他の

文化を受け入れがたいイメージだったがそうではな

く、重大原則第5にあるように、文化に沿ってサー

ビスが行われているか毎年評価され、査定される

ため、自分の文化を押し付けるのではなく、まず

相手を理解することが実践されていた。

たとえ、予算が減り職員や規模が縮小してもサー

ビスの質は変わらず提供されている。このことは、

文化の違いがあっても人々に受け入れられ、効果

がありその必要性があることを証明している。ゆえ

に地域の実情や特色、予算の変動に合わせて実

施可能であることがHFAの良さ・強みである。

事例1のケースでは子育て支援ワーカー自身も移
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民の経験をしているため、自分の体験談やプライ

ベートなことなども必要があれば話をし、共感し合

うなかで信頼関係を築いている。支援している母

親が娘に子育て支援ワーカーと同じ名前を付ける

ほど、母親と子育て支援ワーカーの絆の強さを感

じた。

このように定期的に家庭訪問することで、信頼

関係を築き、本音で相談し、やり取りすることが

可能である。訪問先の家族が子育て支援ワーカー

を信頼している様子を見て、利用者対援助者とい

うよりも、何でも話せる友人もしくは家族のような

関係だと感じた。人と人との繋がりとしての家庭訪

問は、大変温かく感じた。改めてどの文化の家庭

も尊重しつつ、虐待防止できるこのプログラムの守

備範囲の広さと、素晴らしさを目の当たりにするこ

とが出来た。子どもと一緒に遊ぶことの大切さや

子育ての楽しさを伝え、親自身の生い立ちの問題

にアプローチし、親自身の心を開き、心の安定に

繋げ、心のケアをする。それは何よりも虐待防止

への近道だと感じた。
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1.1  はじめに

トラウマセンターは司法リソース研究所（Justice 

Resource Institute）の一部門で、主に複合的なト

ラウマや傷を負った人たちを治療するクリニックで、

マサチューセッツ州ブルックライン地区にある。セ

ンターはトラウマに関係する先進的な理論や治療

方法の研究と実践を推進し、それらを教育できる

レベルにまで発展させる機関として知られている。

一方、司法リソース研究所はマサチューセッツ地

区に拠点を置き、アメリカで最も先進的で精力的

に活動する非営利団体である。その使命は身体的、

情緒的にあるいは学習能力に欠陥がある子どもや

大人に対して各種支援サービスや教育プログラム、

住居などの提供を通じて彼らに生きる希望と機会

を与えていくことである。

主なサ－ビスとしてはホームレスやエイズ患者、

また社会的養護を必要としている人々への

①健康管理サービス

②住宅提供サービス

③青少年対象サービス

④成人対象サービス

⑤特別なニーズを必要とする青少年や成人に対

して彼らにふさわしい住居提供サービス

⑥トラウマ治療に関する各種サービス

を行っている。

トラウマセンターはこうした司法リソース研究所の

ひとつの機関として位置づけられ、過去20年以上

にわたって、個人、家族およびコミュニティのため

に最新技術を活用したアセスメント、治療、トレー

ニング、教育プログラムの確立などの役割を担って

いる。スピナゾラ博士を責任者として医療部門責

任者にトラウマセンター創立者バンデコーク博士が

いるなど、外傷後ストレスの分野における革新的セ

ンターである。

1.2  トラウマセンターの使命

トラウマや逆境を要因として大きな影響を受け

た個人、家族、社会を支援し、彼らの人生に安心

感を与え、未来への希望を回復させるとともに、

新たな人生を再構築できるように最先端の治療を

提供することである。

1.3  主なサービス

（1）臨床サービス

クライアントの持っている長所と資源に焦点を

あて、それらを発展させながら、クライアントの

心の安定と自己抑制力を維持する力、過去から

引きずっているトラウマの記憶などクライアントの

心を支配するいろいろな構成要素に注意を向け、

自分自身と他者との関係を再構築する治療サー

ビスを提供する。

（2）トレーニングと教育

地域レベル、州レベル、また国家レベルにお

いて、トラウマを受けた個人や社会が求める、

さまざまな要素が絡み合った複合的ニーズに対

応するために、臨床能力の一層の充実及びコ

ミュニティを含めた生活環境への適応能力を高

めるためのトレーニングと教育を実施する。

  Ⅰ
  ニュージーランドの歴史

★

★ トラウマセンター研修
（虐待を受けた子どもの心の傷を癒す技術について）Ⅲ

1　トラウマセンターの概要
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（3）研究開発

研究はその成果をクライアントにしっかり伝え

ること、またクライアントの症状を改善し、さら

に進んだ治療を推進するために行う、という考

え方（哲学）にのっとって、積極的な臨床研究活

動を推進する。

1.4治療技術及びクライアントについて

（1）メンタルヘルスクリニック

主な治療サービスは以下のような症状及び機

能障害に対して行われる。

①単回性及び複雑性PTSD

②解離性障害

③不安障害・気分障害

④薬物乱用

⑤睡眠・摂食障害

⑥記憶力及び注意力の問題

⑦人間関係に関する問題

⑧怒りのコントロールの問題

⑨不定愁訴

⑩性的な問題

⑪セルフケアに関する問題

⑫衝動的・自己破壊的な行動

⑬絶望感

（2）VOCA（Victem of Crime Act）プログラム

このプログラムは無料で、大人たちの犯罪の

被害者である子どもたちに向けて提供されるサー

ビスである。（被虐待児及び犯罪被害者を含む）

（3）専門化した相談と治療

〔サービスとプログラム〕

①カウンセリングと精神療法

・ 子ども、大人、家族、およびカップルを対象

としたトラウマ専門療法

②アセスメントとテスト

・子ども及び大人に対する包括的トラウマ評価

・心理学的、教育的、神経心理学的テスト

③コンサルテーション

④ヨガサービス

・ヨガを行っている成人男女へのサービス（帰

還兵も含む）

・トラウマに焦点を置いた心理療法にヨガを取

り込んだ際の影響についての研究臨床医師

向けのヨガサービス 

⑤特別な治療アプローチ

・愛着と自己制御と能力の枠組み（ARC）

・力動的精神療法

・弁証的な行動療法

・認知行動療法

・芸術療法と即興劇を含む表現芸術

・ 眼球運動による脱感作と再処理（EMDR）

・SMARTセラピー

・親と子の相互作用セラピー（PCIT）

・臨床の解離への処理及び治療

などがある。
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2.1  はじめに

～ある日の児童養護施設でのエピソード～

幼児棟に行くと幼稚園児のAちゃんが大泣きして

いた。どうやら自分の玩具をBちゃんに盗られてし

まったらしい。私は彼女の背中をさすりながら、な

だめる。少し時間がかかったが、しだいに落ち着

いてきたので事情をたずねる。言葉は上手ではな

いが、自分なりに玩具を盗られたことを訴えること

ができた。そこで私は「自分の物を勝手に使われて、

嫌だったんだね。」と彼女の気持ちを返す。盗った

Bちゃんは3歳未満児さんで所有物の区別もなく、

わざとやったのではない様子。私はAちゃんに「B

ちゃんはAちゃんの玩具だと知らなかったみたい。

『これはAのものだから、返してね』って教えてあ

げてもいいし、このまま貸してあげてもいいよ。ど

うする？」とたずねる。Aちゃんは「貸してあげる」と

いうので、私は「Aちゃんは自分のものを貸してあ

げるなんて、やさしいね。」と返した。その後、Aちゃ

んは別の遊びをはじめた。

彼女は「反応性愛着障害」の診断を受けていて、

普段から些細なことで感情が崩れやすく、自分の思

いが通らないと、汚い言葉を使ったり、手がすぐに出

ることが多い。人や物に対しても独占欲が強く、自分

のものに触れられただけで癇癪を起こすことも多い。

われわれ児童福祉の現場で勤務する者にとっ

て、上記のような子どもに出会うことは稀ではな

い。感情コントロールが苦手で、ささいなことで癇

癪をおこす子どもである。いったい彼／彼女たちの

脳の中ではどんなことが起こっているのだろうか？

第35回研修会においては、ベッセル・バンデコー

ク博士より「トラウマと脳」についての講義を受け、

その支援のあり方について示唆を得ることができ

た。本稿においては、はじめに簡単に脳の基本構

造についてふれたのち、トラウマによる脳への影

響と支援のあり方について報告する。また支援の

あり方については、その基本的な考え方を示した

上、それぞれの章において詳しく報告することとし

たい。

2.2  脳の基本構造

（1）脳幹（brain stem）の働き

脳幹は「生きるための脳」、「爬虫類の脳」と呼

ばれ、人間が生存するための基本的な機能の調

整を行っている。すなわち自律神経系を通して、

呼吸、体温、心拍、血圧、食欲、排泄、睡眠、

神経化学的なバランス（脳内の神経伝達物質の

均衡）などの調整を行っている。またこれらは言

語や大脳辺縁系から送られる指令からは比較的

に離れたところで機能しているという特徴を持っ

ている。

2　脳とトラウマ（バンデコーク博士の特別講義）

バンデコーク博士の講義風景

大 脳  
認知・記憶・判断・意欲 

「考える脳」 

大脳辺縁系 
情動・感情・本能行動 

「感じる脳」 

脳 幹  
生命の維持 

「生きるための脳」 

ボ
ト
ム
・
ア
ッ
プ
・
ア
プ
ロ
ー
チ

ト
ッ
プ
・
ダ
ウ
ン
・
ア
プ
ロ
ー
チ

図 1　脳の基本構造
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（2）大脳辺縁系（limbic system）の働き

大脳辺縁系は「感じる脳」と呼ばれ、「視床」、

「扁桃体」、「海馬」などからなる。「視床」は五感

から入力される刺激のふるいわけをおこない、

危険情報を通過させるか否かの門番の役割を果

たしている。「扁桃体」は言わば煙探知機のよう

なものであり、危険信号を発する役割を果たし

ている。「海馬」は情報や体験を短期的に記憶す

る役割を果たしている。また大人になっても新し

く神経細胞が作られるという特徴を持っている。

（3）大脳（cerebral cortex）の働き

大脳は「考える脳」と言われ、われわれ人間で

もっとも発達した脳の部位である。大きくは図2

のように前頭連合野、頭頂連合野、後頭連合野、

側頭連合野の4つの領域に分かれている。次に

各領域の大まかな機能を説明する。

①前頭連合野

　　前頭連合野の前方に位置する前頭葉は思

考や理性を司る脳の司令塔であり、記憶と照

合し、物事を判断・決断する役割を果たして

いる。また行動（現在）と結果（未来）を推測

し、長期的に見通しをもった計画を立てたり、

社会的な規範に合うように不適切な感情や行

動を抑制する働きをしている。

②側頭連合野

　　左右の側頭連合野では、視覚、聴覚、嗅

覚、記憶、言語の意味理解（ウェルニッケ言

語野）などを司る機能がある。

③頭頂連合野

　　頭頂連合野では、皮膚感覚をはじめ身体の

さまざまな部位からの感覚的な情報を統合す

る働きや身体と空間との関係を把握する視空

間処理の働きをしている。

④後頭連合野

　　後頭連合野では、目で見たものを最初に認

識する（視覚・色彩の認識）働きを行っている。

 　以上、脳の基本構造について大まかに述べ

たが、詳しくは第32回資生堂児童福祉海外

研修報告書、第2章「脳の発達と愛着の絆」

を参照されたい。

2.3  トラウマによる脳への影響

（1）脳幹への影響　　

すでに述べた通り、脳幹においては自律神経

系を通して睡眠のリズム、呼吸、神経化学的な

バランスなどの調整が行われており、生存の基

本的な機能を担っている。

これらの機能のなかでも「副交感神経」は心

拍数や血圧を下げたり、消化を助けたり、いわ

ゆる身体をなだめる働きを行っている。一方、

交感神経は「闘争と逃走」の神経とも呼ばれ、「副

交感神経」とは逆に、生体を活性化させ、外の

環境や社会にかかわっていく働きをしている。ま

た「怒り」の状況においては、前頭葉の働きが低

下し、交感神経が活性化する。逆に「抑うつ」の

状況においては、副交感神経が活性化する。

トラウマを受けたクライアントにおいては、両

者の働きが協調しておらず、不調におちいってい

ると考えられている。また蛇などの原始的な動

物や乳児においても、協調ができておらず、どち

らか一方になってしまいがちであるという。

脳幹の調整の方法の一つとして、ヨガがあげ

られる。ヨガというと特殊な方法である印象を

受けるが、あらゆる文化には呼吸や身体の動作

を利用した脳幹を調整する方法が見られる（トラ

ウマセンターにおいては『ヨガ』を活用したトラウ

・ ものの動きや方向など
  を確認する
・ 皮膚の感覚を感じる

・ 音を聞く
・ 見聞きしたものを判断する

・ ものを見る

・ 脳の司令塔
・ 物事を考えたり
  判断したりする

前頭連合野

側頭連合野
後頭連合野前頭葉

小脳

運動野
頭頂連合野

図 2　大脳の 4つの部屋
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マケアの実践が行われており、詳しくは別章に

ゆずる）。

乳幼児においては、養育者からの声や表情、

抱きかかえられる感覚を通して調整をおこなって

いくことができる。人は一生このような調整を受

けながら生きていくと考えられる。

このように、大切なことは脳幹の働きを調整

することなのであるが、前頭葉や大脳辺縁系か

ら送られる指令からは独立して機能しているとい

うことを考慮する必要がある。

（2）大脳辺縁系への影響　　

大脳辺縁系は環境が「危険なものか、安全な

ものか」を教えてくれるところである。例えば、

「視床」は五感から入ってくる刺激のふるい分け

を行っている。トラウマを受けると、視床が閉ざ

されてしまい、安全かどうか分からなくなり、ト

ラウマのイメージや記憶が一人歩きしてしまうこ

とがある。ちなみにEMDR＊は、この視床を鎮

め、回復させることができ、「あれは昔のことで、

今のことではない」と再処理してくれるという。

他にも「扁桃体」はいわば煙探知機のようなもの

で、危険を探知する働きを行っていると考えられ

ている。ここで次のようなエピソードを紹介する。

北欧出身の女性の例では大脳辺縁系、特に

扁桃体が「安全な人だ」と教えてくれたが、オラ

ンダ出身の女性の例では「この人は危ない、性

暴力をふるう人だ」と危険信号を発したと考えら

れる。いずれにせよ、これらの例からも分かるよ

うに、大脳辺縁系は自然に安全かどうかを決め

てしまうのである。大切なことは大脳辺縁系を

安心させ、安全だと感じられるように調整を行う

ことであると考えられる。

介入方法として効果があると考えられるのは、

大脳辺縁系に直接的に働きかける方法である。

大脳には言語を理解し（ウェルニッケ野）、作り

話す（ブローカー野）領域があるが、このような言

語に関係する部位は感情をつかさどる部分にはつ

ながっていないことが分かっている。そのためい

くら言って聴かせても、感情にはいきつかないの

である。また同様に、前頭連合野にある前頭葉

についても大脳辺縁系に対して、それほど管理調

整することができないことが分かってきている。

したがって介入方法として効果があるのは前頭

葉から大脳辺縁系に働きかける方法ではなく、辺

縁系に直接的に働きかける方法ということになる。

（3）大脳への影響について　

大脳、特に前頭葉は脳の司令塔であり、物事

を判断・決断したり、また行動（現在）と結果（未

　彼女は 3歳の頃に誘拐され、アメリカに連

れてこられ、性的な虐待を受けていた。彼女

には北欧での生活の記憶はなかったが、たま

たま北欧出身であったセラピストの訛った英

語を聞いて、非常に安心感をおぼえた。これ

は北欧訛りの英語の言い回しが安全感を生じ

させたのである。

～エピソード ①～
北欧出身の女性クライアント

　彼女はもの心がつく前にオランダで性的虐

待を受けた。彼女はあるセラピストから心理

療法を受けたが、その後、そのセラピストに

ついて「サディスティックな嫌な奴」だった

と訴えた。彼女はオランダの男性から性的虐

待を受けており、セラピストのオランダ訛り

に無意識的に反応したためであった。

～エピソード ②～
オランダ出身の女性クライアント

＊： EMDR（Eye Movement Desensitization and Reprocessing；眼球運動による脱感作と再処理 )は、1989 年にFrancine 
Shapiro（米国）によって開発されたトラウマの治療法。外傷的な出来事を想起しながら眼球運動を行うことで、脳の情報処理
を活性化させ、トラウマに関する記憶の再処理を行っていく。
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来）を推測し、見通しをもった計画を立てたり、

社会的な規範にそぐうように不適切な感情や行

動を抑制する働きをしている。

トラウマの影響により前頭葉が未発達である

と、これらの機能が低下するといわれている。

すなわち「物事を集中して考えたり、注意を

払ったりできにくい」、「他者の気持ちを理解しに

くい」、「自分の気持ちを適切に言語化できにく

い」、「見通しをもちにくく、衝動的に行動しがち

である」等の特長が見られる。

これまでのトラウマへのケアは「考える脳」で

ある大脳の前頭葉に働きかけ、トラウマによる

影響や自らの認知・思考や行動傾向を知り、「感

じる脳」である扁桃体を鎮め、新しい考え方から

新しい行動を学ぶというほう方法が中心であった

（トップ・ダウン・アプローチ）。しかし、トラウ

マと脳の関係がしだいに明らかになり、トラウマ

センターでは脳幹の正常な機能を再生して「感じ

る脳」である扁桃体の興奮を鎮め「考える脳」の

働きを取り戻すという「ボトム・アップ・アプロー

チが行われている」 （図1参照）。

2.4  「調整」と「発達」

すでに述べたように「トラウマによる脳への影

響」を考える時、脳の働きを考慮した上で「調整」

（regulation）を行っていく必要があると考えられ

る。しかしながら、「児童虐待」においては、これら

の適切な調整を受けられない養育環境において

育ってきたケースが大半である。そこで2.4におい

ては、調整と発達の関係について報告することと

する。

（1）母子間の調整について

最初に簡単な二つの実験的な観察を紹介す

る。1番目に「母子間の波長あわせを中断した

ケース」2番目に「対立を経ながらも、調整が行

われたケース」である。

　親子が玩具で相互のやり取りをしながら遊ぶ場面が設定された。母親には観察者が指示を入れるた
めのイヤホンを装着してもらっている。母親は子どもが話しかけてきたら、言語的にも非言語的にも

適切に応じてもらう。また母親は子どもが玩具で遊んでいる様子を見ながら、「あら、上手にブロック

をつめたわね」などのように、子どもが行う遊びを適切に言葉で表現し、応答を行う。これらを一定

時間行った後、母親には表情を止め、応答を中断するように指示が入れられた。

　そうすると子どもは遊びを中断して、母親の反応を引き出そうとして、さかんに働きかけるように

なった。子どもは自分が母親に対してどのような影響を与えているか分からなくなり、不安が喚起さ

れた様子に見えた。

　その後、母親にはやり取りを再開するように指示が入り、子どもも元の遊びにもどることができた。

しかし、6カ月後、この子どもが同じ部屋に入った際には、言語的に以前の記憶が語られることはなかっ

たが、再び不安の喚起が見られた。

① 母子間の波長あわせ（調整）を中断したケース

　乳児が母親の髪の毛をひっぱっている場面が観察された。乳児にとっては、母親の髪の毛をひっぱ
ることは感覚的な遊びであった。そのため乳児は笑顔や声を出して、喜んでいる様子であった。一方、
母親は髪の毛をひっぱられ、痛みのために不快感をあらわにしている。しばらくして乳児は母親の怒っ
た表情に気づいたために、腕で顔を覆い、隠れるような行動を起こした。その後、母親は乳児を笑顔
であやし、再び母子相互のやり取りを取り戻した。

② 対立を経ながらも、調整が行われたケース
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③二つのケースから見える脳の働き

 　①のケースにおいて、6カ月後に子どもに不

安反応が見られた。これはかつてこの場所で

悪いことが起こったという危険信号が扁桃体

から生じたためであると思われる。かつてこの

場所で「自分は捨てられた」という経験があっ

たために、「また危険なことが生じるのではない

か」ということで頭がいっぱいになり、他のこ

とに集中できなくなったと考えられた。大切な

ことはフィアー・センター（恐怖の情動と関係す

る扁桃体の中心核）を静めて、他のことに興味

を示せるようにすることであると考えられる。

 　②のケースにおいては、はじめに乳児は母

親の髪の毛をひっぱることで、側頭葉にある

快感中枢が活発になり、喜びを感じている。

まだ左の前頭葉が発達していないため（共感

センターの未発達）、相手がどういう気持ちで

いるかは理解できないでいる。したがって母

親を痛がらせていることも理解できない。一

方、母親は痛みによって前頭葉の働きが減少

してしまっている。そのため脳は一時的に原

始的な状態になり、「闘争」か「逃避」の極端

な状態になってしまい、乳児に対して不快感

を表している。次に乳児は母親の怒った表情

に気づいたが、前頭葉が未発達のため「理由」

が分からない。くわえて乳児の扁桃体は危険

信号を発していて、危険なことが起こっている

と警告したため、「隠れる」という行動を起こし

たものと考えられる。その後、乳児は母親の

あやす表情を見て、安全だと感じられ、笑顔

を取り戻している。そして、しだいに母子相互

のリズムがもどってきたのである。

④「調整」を行うのは「養育者の役割」

 　二つのケースにおいて、一時的に養育者が

子どもに対して、調整を行えない状況が生ま

れ、その際の子どもの反応（①遊びに集中で

きなくなる、②隠れる）が観察された。子ども

は未発達で調整されておらず、調整するのは

養育者の役割（親じゃなくてもよい）であり、

その重要性がわかるケースである。

 　破壊が起こった後に修復ができるかどうか、

つまり調整が行われない状況が生じた後に再

び調整を行うことができるかどうかによって、

子どもの脳を肯定的に変えて行けるかどうかが

決まってくると考えられている。

 　ミラーニューロン＊が発見されて分かったこと

は、お互いが真似をしあっているということで

あった。相手が「笑えば、笑い」、「怒ったら、

怒る」という風に相互作用をしていることが明

らかになってきた。②のケースにおいては、そ

のような相互作用がおこなわれていたことが理

解される。通常、このような波長あわせは意

識されず、自然な形で行われている。養育者

が自身の感情を調整できていれば、歌ったり、

くすぐったり、話しかけたりするなどをして、

子どもを調整することできる。しかし、トラウ

マを受けた人では難しく、狼狽してしまう傾向

があると言われている。大切なことは養育者

自身が感情を調整できていることであり、もし

大人自身が自分のことが分からなくなると、破

壊に対して修復ができず（つまり調整が行うこ

とができず）、肯定的に脳を変えていくことが

できないと考えられている。

（2）被虐待児の特徴と「調整」　

被虐待児においては、これまで述べてきたよ

うな「調整」が行われない養育環境において育っ

てきたと考えられる。そのため前頭葉が未発達

であり、他者の気持ちが理解しにくいと考えられ

ている。発達していれば、「してはダメ」と言えば、

＊：ミラーニューロン
 他者の行動を見た際にあたかも自身が行動しているかのように活性化する脳の神経細胞。真似をすることや他者の行動・意図

の理解（共感性）の手助けをしていると考えられている。



72

やめることができるが、未発達であれば、同じよ

うに言われても、「なぜそうなのか」分からなくて、

やめられないのである。前頭葉は司令塔の役割

を果たしており、長期的に「～すれば～になる」

といった見通しを持ったり、計画を立てたりする

部分である。こういった前頭葉の機能である「行

動と結果の予測」が理解できなければ、社会の

中でよりよく機能することが難しくなってしまうこ

とが予想される。

このような子どもに対して、例えば施設におい

ては職員が「調整」を行っていくことは非常に困

難なことである。職員が自分の気持ちを静めら

れれば、子どもも静まってくるが、困ったことに

被虐待児は簡単ではない。彼／彼女らは職員を

怒らせるのが得意であるし、彼ら自身いつも怒り

に燃えているところがある。そこに職員が怒って

しまうと、火に油をそそぐようなものである。ま

ずは静かに観察することがもっとも大切であると

考えられるが、「調整」の方法として次のようなも

のもあげられる。これらも自然に行われている方

法である。

感情が高揚した際に調整する方法として、簡

単なものの一つには「深呼吸」がある。特に吸う

方ではなく、吐く方に時間をかけることが大切

で、副交感神経を刺激することができる。これ

はあらゆる宗教で見られる、気持ちを静める方

法のひとつでもある。また別の方法は声を出す

ことである。声の声帯は情緒の高揚システムに近

い所にあるため、声を出すことで気持ちを上げた

り、下げたりできる。これは同時に自己の身体

感覚を呼び起こし、生きていることを実感させて

くれる方法でもある。このことは非常に大切で、

トラウマをおった人は身体感覚が分からなくなっ

ており、楽しみや快感も喪失しているからであ

る。そのため、極端な行動をしないとその実感

が得られなくなってしまうのである。結果として、

麻薬やアルコールなど不適切な方法によって、自

分を感じようとしてしまうことがよく見られる。そ

の他の方法では指圧のツボをタッピングすること

などもある。

2.5  「身体」と「感情」

（1）身体と感情との密接な関係　

感情の役割・目的は身体の動作を呼び起こし

て全体の平衡（調整）を取り戻すことである。

姿勢・動作と感情はリンクしており、うつむい

た姿勢でいると抑うつ的な気持ちになる。逆に

胸をはると、抑うつ感を持つことはない。例えば

性的虐待においては、恥や抑うつ感があるため、

うなだれた姿勢をしてしゃべることが多い。この

状態で喋らせておいても、良くなることはない。

深呼吸をして、体の変化を感じさせることが大切

である。というのも、姿勢は自分で変えることが

でき、そのことによって感情も変えられる。つま

り無力じゃなくなることが大切なのである。

私たちの身体は脳幹（身体の調整の役割をし

ている）の下から神経が始まっており、上にも、

肺、胃、腸などの下にも行っている。例えば、声

帯と脳幹にも一つのシナプスでつながっており、

親しい人の声を聞くと身体にも変化が起こり、脳

幹にも響いていくことが分かっている。このよう

に胃や心臓と脳はいつもコミュニケーションをし

ており、感情を管理し、表現をコントロールして

いる。そのため脳と体の状態を瞬時に変え、影

響を与えるのである。

英語の「ハートブレイク」、日本語の「断腸の

思い」などといった表現に見られるように、すべ

ての言語には体を用いた表現が見られる。それ

ほど身体と感情には密接な関係があると考えら

れてきたのである。感情的に耐えられなくなると

いうのは、身体の感覚が耐えられなくなるという

ことである。身体の感覚が耐えられなくなるから、

自殺や麻薬の濫用をしてしまうのである。

養育者は身体に表現される感情をコントロール

することを学ばなければ、その犠牲者・虜になっ

てしまうと考えられる。セラピーにおいて、多く
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のクライアントはセラピストの言ってほしいことを

言っているだけで、本当のことは体の状態に出て

いることが多い。その内容よりも、音声・表情・

呼吸の速さなどに着目することが大切であり、

同時に出来るだけ、心が静まった状態にすること

が重要なのである。そうしなければ、大脳の働

きが低下するからである。

トラウマセンターではこの点に着目して「ヨガ」

や「SMART」（P105参照）など動作や身体感覚

に直接的に働きかける手法が用いられている。

（2）被虐待児の特徴　

虐待などによる慢性的なトラウマを受けた子ど

も達の体の中には、「怒り」、「恐怖」、「不安」が蓄

積されていることが多い。これを出してしまうと

自分自身が非常につらいために、それらの感情

を殺すことをおぼえてしまったと考えられる。い

わば体が死んでしまっている状態にある。その

ためリストカットをしても、痛みを感じない。この

ような子どもたちにとって、リストカットは圧倒的

な体の感覚を管理する役割を果たしていること

になる。

身体と感情の関係を考える時、しばしばセラ

ピストがリストカットを行うクライアントに対して、

叱責をしたり、たしなめたりする行為にはほとん

ど意味をなさないと考えられる。そういった方法

よりも「リストカットを行うことが、あなたをどん

な風に助けていますか？」とたずねることの方が

効果的である。例えば、（リストカットをすること

で）「どんな気持ちになりますか？」、「それはどん

な役割を果たしていますか？」、「もししなければ、

どうなりますか？」、「他にどんなことをしてみたこ

とがありますか？」などとたずねることが大切なの

である。そうして、圧倒的な感情を他の方法で

管理して行けるように、セラピストとクライアント

の二人で探して行くことがもっとも重要なのであ

る。日本においては、セラピストが身体的接触

を行うことは珍しいことではあるが、身体的接

触は児童を安全な気持ちにさせる方法の一つで

ある。本来はセラピストが行うよりも、養育者と

なる人が行う方が望ましい。投薬は行動自体を

落ち着けさせることができるが、脳内の快感セン

ターを閉ざしてしまうために、本来的には好まし

いことではない。それよりも身体を変えることで、

脳を変えていくことが必要である。

2.6  発達段階におけるトラウマの影響

現在、バンデコーク博士は、発達段階でおこる

トラウマの影響や子ども達が実際に感じていること

について、次のDSM（Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders；アメリカ精神医学

会『精神疾患の診断・統計マニュアル』）の第5版

に載せるように働きかけているとのことであった。

これは次のような理由によるものである。

ここでは「発達途上のトラウマ障害」（Develop-

mental Trauma Disorder）の診断基準を紹介する

ことで、発達段階で起こるトラウマの影響について

記述することとする。なお脳の発達とトラウマとの

関係について、P19「脳の発達と乳幼児期の発達」

もご参照いただきたい。

①現在の診断基準にある「反応性愛着障害」、

「心的外傷後ストレス障害」では実際の全

体像をつかめない児童がいるため。

②そのため診断名がつかなかったり、行動の

コントロールだけに焦点を置いた診断名

（例えば、ADHD）がついてしまうため。

③結果として、適切な治療が行われず、投薬

に頼ることが多く、症状の原因である「安

全基地のなさ」、 「正常な発達過程の中断」

を改善することに注意が払われないため。

理 由
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Ⓐ 暴露された体験：児童または青少年が幼少時や10代のはじめに少なくとも1年以上にわたって次に
掲げる複合的で持続的に有害な出来事を体験もしくは目撃した。

A.1.他者から耐え難いほどの暴力を繰り返し受けた、もしくは目撃した
A.2.主要な養育者が繰り返し変わったり、あるいは別離したり、または深刻で持続的な情緒的虐待にさら

された結果、保護的な養育が著しく中断された

Ⓑ 感情と身体感覚の不調整：自己の高揚を調整することについて、発達上の標準的な能力が障害されて
いる。下記のうち少なくとも二項目を含む。

B.1.長時間にわたる、極端な癇癪や情緒的引きこもりを含めて、（恐れ、怒り、恥ずかしがる等の）極度
の情緒的状態を調整したり、耐えたり、回復することができない

B.2.身体機能の調整障害が見られる（例えば、持続した睡眠・食行動・排泄などの障害、接触や音に対す
る過剰反応あるいは鈍感、習慣的な変化に混乱するなど）

B.3.感覚や感情・身体の状態に対しての自覚の減少または乖離が見られる
B.4.感情や身体の状態について表現する能力の障害

Ⓒ 注意力と行動上の不調整：注意を持続することや、学習、ストレス対処について、発達上の標準的な
能力が障害されている。下記の少なくとも三項目を含んでいる。

C.1. いつも脅かされる感覚を持っている、あるいは危険を察知することが障害されている（安全と危険の
手がかりを取り違えることを含む）

C.2.自分を守る能力の障害（極端に危険な行動をしたり、スリルをもとめることを含む）
C.3.自分を不適切な方法でなだめようとすること（ロッキング；常同運動やその他のリズミカルな動き、

固執的な自慰行為）
C.4.常習的（意図的、もしくは自動的）に、あるいは反応的に自分を傷つけること
C.5.みずから目標に向かった行動を始め、継続することの困難

● 発達途上のトラウマ障害（Developmental Trauma Disorder）診断基準 ●

　診断基準Ⓐ「暴露された体験」は繰り返し暴力を受けたり、保護的な養育が中断されるなどの体験をしたか
どうかを指している。このような体験がいわゆるトラウマ体験となり、正常な発達過程が中断され、心理的な安
全基地を持てないことからくるさまざまな特徴が現れることがある。それらの特徴とは主として診断基準Ⓑ～Ⓓ
であらわされるような「不調整」を中心とした特徴である。
　例えば、深刻なダメージを受けた子どもたちは自分の感情に気づき、表現することが難しく、怒りや恐れなど
の強い感情をコントロールしにくいなどの ｢不調整 ｣が見られる。また身体についても、排尿の失敗や食べすぎ、
音に対して敏感さなど自分の内外の刺激を適切に受け取り、調節していくことに困難が見られるようになる。（診
断基準Ⓑ「感情や身体感覚の不調整」）
　他にも、安全と危険の判断がつかず、スリルなどの強い刺激を求めるかのような行動をとったり、時に反応的
に自傷行為を行うことも見られる。自ら目標に向かった行動をとったり、それを継続していくことも難しい。（診
断基準Ⓒ「注意力と行動上の不調整」）
　自分に対しては否定的で、自尊心が低いなど適正な自己イメージを持つことが難しい。また対人関係において
は、無分別に親密な関係を求めて依存したり、逆に人を信用できず、反抗的で、身体や言葉による攻撃を行う
など安定的な関係を結べないという不調整が見られる（診断基準Ⓓ「自己と対人関係における不調整」）。詳し
くは、次の『発達途上のトラウマ障害診断基準』を参照していただきたいが、さまざまな領域にわたる「不調整」
が中心的な特徴と言える。
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Ⓔ 心的外傷後スペクトラム障害：子どもが三つの PTSD 症状群B, C, D（再体験、回避、過覚醒）の
うちニ群の中から、少なくとも一つの症状を示す。

Ⓕ 障害の持続期間：発達途上のトラウマ障害（DTD）の診断基準B・C・D及び Eの症状が少なくとも
   6 カ月以上続いている。

Ⓖ 機能障害：障害により下記のうち2つの機能領域において、臨床的に著しい困難と問題がみられる。
－学業：能力以下の成績、不登校、規則違反の問題、中退、学位や資格を取得することができない、学校

の職員との葛藤、学習障害、脳の器質的、その他の障害によって説明できない知的障害

－家族：家庭：葛藤、回避・受け身、家出、孤立、家族を身体的に精神的に傷つけようとする、家庭の責
任を全うできない

－友人：孤立、変質的な付き合い、持続した身体的・情緒的な争い、回避・受け身、暴行為や危険行為に
かかわること、年齢に不相応なつきあいや相互関係

－法　： 逮捕・拘留、有罪判決、投獄、保護観察や他の法廷からの命令違反、ますますひどくなる違反行為、
対人犯罪、法律や慣習的・道徳的常識に対する軽蔑・無視

－保健：身体的な怪我や変質、消化器、神経（転換神経症、痛覚欠如を含む）、性、免疫、心肺、固有受容
または感覚組織の問題、偏頭痛を含むひどい頭痛、慢性的な痛みや疲労感などでは十分に説明で

きない身体的な病気あるいは問題

－職業：（就職・ボランティアワーク・職業訓練を求めたり、照会されたり、参加している青年のため）：
働くこと・職につくことに興味を示さない、仕事に就いたり・続けることができない、同僚や上

司とのいさかい、能力に対して低い雇用、期待できる昇進を達成できない

特にB～Dの基準は発達段階で起こるトラウマ

の影響についての理解を与えてくれるものと思わ

れる。我々が児童福祉の現場で出会う子どもたち

にも、このような心身や対人関係にわたる不調整・

不調和からくる行動傾向があることは現場の感覚

としても理解できるように思われる。

Ⓓ 自己と対人関係における不調整：自己同一性の感覚や対人関係を持つことについて、発達上の標準的
な能力が障害されている。少なくとも下記の三項目を満たしている。

D.1. いつも養育者や他の愛着対象の安全を極端に気にする。あるいは別離の後には彼 /彼女らと再会する
ことに耐えられない

D.2.自己嫌悪、無力感、無価値な感覚、無能な感覚、欠陥をもっている感覚を含めた、持続的で否定的な
自己観念

D.3.大人や同年輩の子どもたちと親密な関係を築く上で、極端で持続的に人を信用せず、反抗的であり、
相互の協力し合う行動がとれない

D.4.大人や同年輩の子ども、養育者に対して、反応的に身体や言葉による攻撃を行う
D.5.不適当（過度、または無分別）に親密な接触（性的・身体的接触も含めて）を得ようとする。または

安全・安心の確認のために同年輩の子どもや大人に過度に依存する
D.6.他者が表現する苦悩に共感できないこと、我慢できないこと、あるいは過剰に反応することなどによっ

て表される共感能力を調整することが障害されている
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2.7  支援方法について

これまでのことから、支援のあり方についていく

つかの示唆が得られたことと思われる。一つは脳

や身体の働きを考慮したうえで介入を行うというこ

とである。特にトラウマは脳幹や大脳辺縁系にダ

メージを与え、言語や前頭葉からの働きかけには

制限があるということが理解された。次に発達期

にある子どもたちにとって、養育者から「調整」を

受けることが大切であるということである。他者か

らの「調整」を受けることで、自己の「調整」を学ん

で行き、またそのことによって、脳の発達が促され

ると考えられている。これらのことから支援の基本

的な考え方について紹介したい。

（1）働きかける部位について－前頭葉　

前頭葉は自分自身を統合する意味で重要な部

位であると考えられている。禅の冥想のように、

ゆっくりと呼吸を行い、集中して自分のことを省

みることで、考える機能（前頭葉の働き）を活性

化させ、大脳辺縁系にも影響をあたえることがで

きるとされている。自分自身の内面を見つめるこ

とで、自身を沈静化させ、環境に左右されない

ようにすることができる。これによって感情、ひ

いては自分自身をコントロールできるようになる

と考えられている。

例えば、トラウマの影響のない人を長椅子に

寝かせておいた場合の脳画像を観察すると、し

だいに中心部が活性化し、自分自身のことに集

中している様子が観察される。一方、トラウマを

受けた人では、中心部が活性化しておらず、自己

認識（self－awareness）がない状態であるとい

う。自分がどこにいて、どんな人間なのかを気

づくことができず、自分をよく知り、自己観を持

つことができない状態であると考えられる。

またトラウマ研究における第一人者であるマク

ファーレン博士がトラウマの影響のない群とトラ

ウマの影響を受けたPTSD群に、トラウマに関

係のない音を聴かせた時の脳画像の比較研究を

行ったことがある。PTSD群では、右脳だけが

活性化された。つまり左脳が不活性であるため

に、言語の機能が働いておらず、理解し分析す

ることができていないことが明らかになった。通

常は脳の多様な部位が活性化され、経験に照ら

し合わせ、統合して分析を行う。集中している状

態では、他のことに注意を引かず、すべてを統

合して動いているのである。

われわれが普段接する被虐待児では、この

統合がなされていないと考えられる。注意がバ

ラバラなために、集中できず、いろんなことに反

応してしまう状態である。そのため学業も遅れ

がちになる。分析して、理解するという統合して

いく能力が未発達であるためと考えられる。大

切なことは、子どもたちに集中力を取り戻させ、

統合して働けるように支援することであると考え

られる。

（2）支援方法としての「調整」

手法自体は文化的・伝統的に馴染みの深いも

のから最新のものまで考えることができる。また

治療形態としても、個別／集団セラピーから家

庭訪問という形まで考えられる。

①トラウマセンターでの実践

 　トラウマセンターでは、ARC、ヨガや親子の

相互作用セラピー、芸術的表現・感覚運動セ

ラピー、協力的劇作と即興的演劇、など多様

な治療実践をご紹介いただいた表1は治療形

態によって、各セラピーを分類したものである。

 

　それぞれに形態の違いはあるものの、いず

れも脳科学を基礎として、「脳の調整」やそれ

を行うための「効果的な相互作用の方法」を

〔表 1〕

治療形態 個　別 親　子 集　団

治療実践

治療理論

・芸術表現
・感覚運動
　セラピー

・親と子の相互
　作用セラピー

・演劇セラピー
・ヨガ

ARC（Attachment, Self-Regulation, 
         Competency：愛着・自己制御・能力）
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習得するものである。また治療実践だけでは

なく、基礎的な治療理論として、マーガレッ

ト・ブラウスティン博士が提唱する「児童に

おける複合的トラウマの構成要素に基づいた

介入方法としてのARC（Attachment, Self－

Regulation, Competency）モデル」をご紹介

いただいた。次章以降でARCモデルにより各

セラピーが重視している力点が理解されるもの

と思われる。

②文化的・伝統的に適合した実践

 　その他にバンデコーク博士からは日本の禅

や武道などの有効性についてもご説明いただ

いた。2-7-（1）「働きかける部位について」でも

述べたが、禅で行う瞑想は自分を省みること

で、前頭葉の機能を活性化することができる。

これによって外の刺激にいつも反応するような

ことはなくなり、環境に支配されないですむよ

うになるという。それによって自分の感情もコ

ントロールできるようになると考えられている。

 　また日本の武道についても同様に、前頭葉

を発達させるのによい方法であるという。例え

ば、空手では「地に足をつけ、控えて、構えて、

集中して、身体の一つひとつの感覚を知って、

具体的な動きのイメージを作って、実際に動

く」という一連の動きがある。これらは「静と

動」のリズムを統合しながら行う動きであり、

そのためには脳幹や大脳辺縁系レベルでの調

整と前頭葉の統合的な働きが必要となってく

るためである。

　　トラウマセンターではヨガを治療的に活用し

ているが、それぞれの文化・宗教には自然と

このような調整の方法が存在するという。バ

ンデコーク博士はこのような方法をアジアから

取り入れるようにしているとのことであった。

③訪問活動

 　本書前半で報告したHFAzのような「訪問

活動」も有効な方法の一つである。訪問活動

によって、親子の相互作用による調整を促す

ことが虐待予防につながるという。例えばハー

バード大学のプロジェクト調査では、若年出

産をしたシングルマザーの多くが不安を抱え、

混乱・困惑した状態であった。またその子ど

もたちの86%は2歳時で非常に攻撃的であっ

たという。アメリカにおいて、2歳で非常に攻

撃的で人間関係がとれない場合、非常に発達

が遅れてしまい、他の子どもの成長に追いつ

くことができないと考えられている。しかし、

家庭訪問を通して、親に「親業」を教えること

で、6カ月後には56％、1年後には29％、追っ

て13％、16％と攻撃性が変化した。このこと

によって、家庭訪問は非常に有効な方法であ

るということが明らかになってきた。またこの

時に鍵となるのは養育者システムが感情調整

をできるようになることであったという。

このように予防／治療を問わず、また方法や

形態に関係なく、支援を行う際の重要な点は「脳

の調整」を行うことであると考えられる。呼吸・

発声や身体動作、感覚刺激を活用しながら、大

脳辺縁系や脳幹に直接的に働きかけることや前

頭葉の働きを活性化させることで自己調整を行

えるようにするのである。

・ 『気になる子  理解できる  ケアできる』
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3　児童における複合的トラウマへの構成要素に基づいた介入法
愛着・自己制御・能力（Attachment, Self － Regulation,Competency：ARC）

3.1  複合的トラウマとARCの基礎となる概念

（1）複合的トラウマとは

近年のトラウマ研究によって、非常に強い恐怖

体験による単回性の心的外傷だけではなく、例え

ば児童虐待のように長期にわたり、特に対人関係

がもとになったストレスを受けたことによる反復性

の心的外傷があることがわかってきた。バンデコー

ク博士は、刺激に対する過記憶や過剰反応、ト

ラウマの再体験と同時に、心理的麻痺、回避、

健忘、無快感症が起こり、結果として脳が変化

し自律神経システムを崩壊させるというDESNOS

（Disorder of Extreme Stress not otherwise 

specified＝特定不能の心的外傷）を提唱した。

このような複雑な要因によって引き起こされるト

ラウマを総称して「複合的トラウマ」という。

複合的トラウマの要因として挙げられるもの

は、①身体的・性的虐待など明らかな危害が加

えられること、②養育放棄などにより子どもの

ニーズが満たされないこと、③喪失体験や遺棄

体験など、養育者への期待が裏切られること、

④子どもの世界観（内的ワーキングモデル）が破

壊されることなどがある。このような体験によっ

て、子どもたちは自己に関するあらゆる観念が破

壊され、ばらばらになった状態に陥るとともに、

愛着システムが破壊され、健全な発達が妨げら

れることが明らかになっている。

（2）ARCの基礎となる考え方

幼少時の子どもにとって養育者との愛着は最

も重要な役割を果たすものである。健全な愛着

システムにおいて、子どもたちは日々経験する膨

大な体験を安定した環境の中で必要なものとそ

うでないものを選んで身につけていく。安定した

環境の中で子どもたちは自由に活動し、自分の

身体や情緒・感情の調整を身につけ、発達段階

に沿った能力を身につけていく。また健全な愛

着システムは、痛ましい経験を跳ね返す力（＝

弾力性）を育む重要な土台となり、ストレスから

の衝撃を軽減し、回復と癒しを与えてくれるもの

となる。しかし愛着システムが崩壊している場合、

発達に必要で重要な能力を身につけることがで

きずに、発達に即した問題解決能力が身につか

なくなってしまう。その結果、人間関係がうまく

作れなかったり、学業の失敗、さらに暴力や犯

罪・薬物乱用などの社会的な問題行動へと発展

する可能性がある。そして問題行動に対して周

囲から理解されなかったり、非難されたりする

ことで、さらに問題行動が悪化してしまう。この

ように健全な愛着システムを持たない子どもたち

は、愛着関係の破綻と養育者からの誤ったかか

わりの二重の被害を受けていることになる。

複合的トラウマを受けた子どもたちの治療は、

これまでの治療的アプローチとは異なり、現在

も続いている慢性的・急性的なトラウマ体験に

焦点を当て、個人だけではなく、より社会的な

枠組み、あるいはトラウマに焦点化した介入をす

る必要性がある。同時に一人ひとりの子どもの発

達段階に沿って、敏感で柔軟性をもち、そしてそ

の個人や家族とそれを取り巻く環境やそれぞれ

が持つ長所を加味したものでなくてはならない。

従って、ARCにおいては子どもの健全な発達

を促進するための養育者システムそのものの能

力を伸ばすことが最も重要な目的となる。ちなみ

にここでいう養育者システムとは、子どもを養育

する役割をになうもの全体を指し、実親・親族・

里親・学校教員・施設のスタッフ・カウンセラー

などの人々や環境としての施設全体をも含むもの

であり、子どもに健全な愛着を育むための環境

づくりを発達の各段階にわたって提供できるもの

でなくてはならないとしている。
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3.2 ARCの理論的枠組みと実践
（1）ARCの原則と基礎的な枠組み

ARCは病院外来・施設・学校・在宅など多く

の場所で行われた実験や研究の結果から得ら

れた原則を要約したもので、治療者がクライア

ントと今おかれている環境を考慮しながら知識

と技術を応用し、創造性を発揮して用いること

が重要とされる。

ARCの最も重要な核となる3つの分野は、

①安全な養育者システム（愛着）、②経験に耐

え調整できる力（自己制御）、③弾力性を身に

つけるために必要な課題の習得の支援（能力）

である。その3つをさらに細分化した10個の土

台となる積み木を用いて、柔軟で独創的な子ど

も自身とその状況に沿った目標作りを行い、養

育者システムを巻き込み、誰が見ても分るような

子どもの発達段階にしっかりと即した実践を行

うことを枠組みとしている。（図1参照）

養育者の
感情管理 波長あわせ 一貫した

応答
習慣と

社会的慣習

感情の認識 調節 感情表現

前頭葉の
機能

自己と自我
アイディンティティ

発達段階に
沿った課題 上部の3個

③能力

次の3個
②自己制御

土台の4個
①愛着

図 1　ARCの治療構造（10 の積み木：ARC－ 10 Building Blocks）

ARCの実践においては、まず綿密なアセスメ

ントを行い、積み木の下段にある課題のうち、

達成されていることとされていないことを確認

し、一つずつ順を追って課題を解決しながら積

み重ねを行っていく。

（2）ARCの実践に必要な要素

ARCの実践に際しては、まず子どもが置かれ

ている環境で導入の準備ができていることが必

要である。治療者側の立場や子どもの性格や質

によっても導入の仕方が異なるので、まず子ど

もを取り巻く環境に治療のニーズがあるかどうか

を見極めたうえで、ARCの構成要素がその環境

とクライアントにとってふさわしいものかどうか

を再検討しなくてはならない。また実際に治療

を行うときには、治療や実践を継続して評価す

ることも重要な要素となる。

また治療にかかわるスタッフには、ARCの基

礎知識があることが前提で、集中的な専門研修

を受けるとともに最低一年の継続したコンサル

テーションと施設内外での研修、臨床事例の検

討、スーパービジョン（SV）体制の確立などが必

要である。特にSVが得られていることは重要で、

クライアントを支援するスタッフへのサポートと

協力は「自分に酸素マスクをつけること」と表現

され、最優先事項として考えられている。

チームで治療にあたる場合は、一つひとつの

構成要素に対して介入できるスタッフをそろえて

チームを形成することが大切である。そして必

要なところから、優先順位を決めて積み木を積
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み重ねるように治療を進めていくことが求めら

れる。

治療にあたっては、独創的で、なおかつ「現

実の生活」を考慮に入れた戦略を立てていかな

くてはならない。まず具体的な目標を立てて、

その戦略が適用できるように自らの想像力を最

大限に働かせて治療にあたるとともに、常に新

しいものを取り入れようとする精神を忘れずに研

修のカリキュラム、グループ治療の概要、スタッ

フへの配布物、必要な書式といった具体的な資

源を常に開発する姿勢が望まれる。

（3）ARCの構成要素（3つの核と 10 の積み木）

10の積み木（図1）は、ARCにおける治療構

造であり、また治療の順序を表すものでもあり、

一つひとつを積み重ねて最終的な目標に到達す

ることを目指すものである。このモデルを用いる

ことにより、どの段階の積み重ねが足りないの

か、またすでに達成されているのかを見ることが

できる。最も上の積み木は積み重ねの最後の積

み木であると同時に、治療構造の最終的な目標

でもある。
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　① 愛着（Attachment）とその 4個の構成要素

　　子どもや思春期の青年の発達段階に沿って、

情緒的で、さらに良好な人間関係の構築がで

きるように、安全な環境とそれに必要な養育

者との関係を構築することを目標としている。

 　これら4つの構成要素に対しての介入と適

用例は以下に記載するが、より実践的に体系

化された介入方法として、トラウマセンターで

は後述する「親と子の相互作用セラピー」が

行なわれている。

構成要素 介入と適用例実践における理論

1. 養育者の感情管理
    （Caregiver　
　   Affect
 　  Management）

2. 波長あわせ
    （Attunement）

3. 一貫した応答
    （Consistent 
      Response）

4. 習慣と社会的慣習
    （Routines and
      Rituals）

養育者が子どもたちをよりよく
支援できるように、養育者が自
らの感情の反応の仕方を理解
し、意識的に調節したり、対処で
きるようになることを支援す
る。

養育者システムが子どもたちの
行動や意思の伝え方や感情を、
正確に共感をもって理解し、適
切な応答ができるように支援す
る。

養育者システムが子どもたちの
行動に対して、予測可能で、安
全で、適切な応答ができるよう
に支援する。子どもたちの受け
答えや反応の仕方は、子どもの
過去の体験が背景にあることを
考慮に入れて、それに配慮され
たものでなくてはならない。

個人・家族・組織（施設など）で習
慣や社会的慣習を通して日々
経験することを、子どもが「予測
できる」事柄として身につけら
れるように支援する。

○養育者をサポートするシステムを作ること。例えば子どもに
対して良好な対応をした場合にそれを評価したり、支持して
あげられる環境作りが必要である。

○養育者自らが感情的になってしまう出来事や状況があること
を認識して、日常の行動を意識したり、振り返ったりする中
で、いざというときの手助けとなるような実用的な「道具箱
（＝引き出し）」作りを支援する。
○施設においてはスタッフをサポートするためのミーティング
を行ない、スーパービジョンを提供する。

○二次的トラウマについての学習を行ったり、危機的状況への
介入について話し合う場を設けて、スタッフ全体でチーム作
りのための活動を行なうこと。

○トラウマによって引き起こされる人間の危険に対する反応と
「引き金」の機能について学ぶ機会を設け、その概念を親と
のセッションやスタッフ間のミーティングに取り入れる。

○子ども一人ひとりに対して、その子どもの意思や感情を表す
「ことば」を学び、それぞれの子どもに特有な意思の伝え方を
見つけ、話したことを反復するなどといった、その子に有効な
応答の仕方を探す。

○それぞれの環境で養育者たちがすぐに使えるような方法の
つまった「道具箱（＝引き出し）」を作ることで、養育者と子ど
もが楽しく、柔軟性を持った相互のやりとりができるように支
援する。

○褒める・強化する・限界設定をするなどの行動介入方法を学
び、理解を深めると共に、行動介入する際には養育者の持つ
トラウマについての知識をより深めていく。
○限界設定においては、設定する範囲を最小限にできるような
技術を身につけること。

○よく陥りがちな養育者と子どもとの「力の闘争（＝権力争い）」
を減らしていけるように、選択肢の与え方、問題解決の話し合
い方、肯定的な応答の仕方などが身につくように支援して、
養育者の良い対応が増えるように励ます。

○目標の設定は、短期の行動よりも長期的な目標に焦点を当てる。

○セラピーセッションや学校活動などの中に、また日常生活の
主な日課の中に、習慣や予測できるものをつくる。

○家族や施設で社会的慣習や伝統を祝ったり、施設などに独特
な慣習をつくる。

○介入を通して、子どもたちに「予測できること」の重要性を理
解させつつ、突然習慣を変えるときには、予測できなかった
変化に対して子どもがどのように反応するのかを推測できる
ようにしていく。

養育者の
感情管理

波長
あわせ

一貫した
応答

習慣と
社会的慣習
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　② 自己制御（Self － Reguration）とその 3個の
           構成要素

養育者とのかかわりを通して、子どもたちがた

くさんの体験を安全な形で、より効果的に受け

止め、調整しながら利用することができる能力

を築く。

自己制御においては、より身体感覚的な部分

への働きかけに重点を置いており、トラウマセン

ターでは、後述する「トラウマに効果的なヨガ」、

「SMARTによるトラウマを受けた子どもたちへ

の介入方法」などが主な介入方法として用いられ

ている。

感情の認識 調節 感情表現

構成要素 介入と適用例実践における理論

5. 感情の認識
    （Affect
      Identification)

6. 調節
    （Modulation）

7. 感情表現
    （Affect 
      Expression)

養育者とのかかわりを通じて、
子どもが内的な体験に気付き、
感情の状態を認識して、それに
適切な名前をつけ、そして感情
が自分の中のどこから生じた
ものなのかを理解できるよう
にする。

子どもたちが「快適な覚醒状
態」（興奮し過ぎず、極端に落ち
込んでいるわけでもない、自分
にとってちょうど良い興奮状態）
を保つために、安全で効果的な
調整の方法が身につけられるよ
うに支援する。

子どもが自分以外の人に自ら
の情緒的な体験をより効果的
に伝えることができるような技
術とある程度の情緒的体験に
耐えられる力を身につけられる
ように支援する。

○感情の持つ大切な役割を教え、感情と肉体の感覚や考えや
行動がつながっていることや感情にはそれを引き起こす背景
があることを理解させる。

○自分だけではなく、相手の感情を正確に認識する能力を子ど
もに身につけさせる。

○活動の中で子どもの感情に名前をつけるための語彙を増や
したり、自らが持つエネルギーをより視覚的に認識できるよ
うに示してあげる。
○養育者には子どもの行動や感情を観察して、自分で調整でき
なくなったときのサインを見つける能力を身につけさせる。

○葛藤を解決するときに客観的な見方ができるよう促したり、ト
ラウマがもとになった「危険に対する反応」や「引き金」につ
いての教育を行なう。

○子どもが興奮には高低のレベルがあることへの理解を深めら
れるように、体の中のエネルギーの状態を表現する方法を教
えたり、快適な覚醒状態とそうではない状態を見つけられる
ように支援する。

○快適な覚醒状態に調整するための技術や活動を見つけるた
めに、セラピーやグループ活動の中で意図的に覚醒状態の調
整が必要になるような場を作って練習する。

○日常の中で実際に子どもが使えるような方法（道具箱）を用
意してあげる。

○恥や傷つきやすさなど率直な感情表現の妨げになるものに
注意を向けながら、感情を表現するための資源となるものを
見つけ、効果的に使えるようにする。

○意思伝達を積極的に行い言語的・非言語的両方のコミュニケ
ーション能力を高める。

○自己表現ができるような機会を与えたり、日記・音楽・芸術な
ど視覚や聴覚を通して表現ができるものを利用する。
○感情は外部に出すことで、傷つきを感じることも増えるため、
まずは安心して感情を出せる対象になる誰かを作ることが大
切である。
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　③ 能力（Compitency）と最上部の 3 個の構成

　　 要素

 　ARCでは、健全な成長の継続と弾力性を

身につけるために必要な基礎的技術を作り上

げることを最終的な目標としており、トラウマ

センターにおいては、特にトラウマを受けた子

どもに対して、表現や協力といった場面を意

図的に作り出すような介入を行なっている。具

体的な介入方法としては、後述する「トラウマ

を受けた子どもへの治療の一環として集団で

行う演劇セラピー」が用いられている。前頭葉の
機能

自己と自我
アイディンティティ

発達段階に
沿った課題

構成要素 介入と適用例実践における理論

8. 前頭葉の機能 
    （Executive
      Functions）

9. 自己と自我
    （Self an Identity)

１０. 発達段階に沿った
　   課題
      （Developmental
       Tasks)

子どもが単なる刺激に対する反
応ではなく、より高度な認識に
基づいた問題解決や、目標達成
のための積極的な選択の仕方
を教えていく。

子どもが自分のアイデンティテ
ィを模索し、築き上げる手助け
をする。自分だけが持っている
良い特徴を見つけ、時間と経験
を超えて一人の自分であると
いう一貫性を積み上げ、未来の
可能性を想像して、良い方向へ
広げていける能力を身につけ
ていく。

子どもが発達段階に沿った課題
を幅広くこなせる能力を身につ
けられるように支えるとともに、
将来において必要となる目標
を自らの力で達成できるように
支援する。

○子ども自身が問題に気付き認め、そしていろいろな反応を抑
えられるような調整技術を使う。

○解決に向けて自分にできる方法を考え、その一つひとつにう
まくいった場合とそうではない場合の両方の結果の予測を
子ども自身が一人で行えるように支援し、その結果を評価し
てあげる。

○養育者は子どもの選択のタイミングを見極めて、良い選択がで
きるようなヒントを与えつつ、問題解決能力を培ってあげる。

○過ぎ去った出来事に対してはもう一度振り返る機会を設け
て、それを通して問題解決のための計画の立て方や、実際に
使える技術を身につけさせる。

○養育者は、子どもたちが自分の良い特徴や好み・意見・価値観
などを模索する過程に波長を合わせて支え、過去と現在の
経験を統合してアイデンティティを築いていくことを手助け
する。

○築き上げられたアイデンティティを通して子どもたちが自分
の中の肯定的な面を見出すことで、未来の自分を創造して現
在の活動と未来の成果をつなげられる能力を築けるように支
える。

○良い業績や個人の良い特徴、哲学や価値観などを自由に表
現できるような場や、目で見ることのできる展示や表現活動
の場所を作る。

○運動技能や社交性、人間関係作りの技術、学業や職業上で達
成したこと、自己責任と自主性などにおける子どもの能力を
評価して、目標の達成を支援するように養育者システムに働
きかける。

○成功体験ができるような機会を与えたり、スポーツ団体への
参加、ボランティア活動、芸術活動に参加するなど、生活の中
で喜びや楽しみ、良い人たちとのかかわりあいの機会を積み
上げていく。
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3.3  ARCの日本への適用に際して

ARCの原則や構成要素は、これまで多くの研究

や実践からまとめられたものであり、これまでもわ

が国の児童福祉の現場で用いられているものも多

数含まれている。日々現場で奮闘する職員の方々

から見ると、その一つひとつは「今までやってきた」

とか「そんなのすでにやっている」と思われることも

少なからずあるかもしれない。

しかしARCにはわれわれが学ぶべきことがいく

つもある。まず一つ目はスーパービジョン（SV）を

最重要視している点である。アメリカにおいてはも

はや一般的なことだが、SVをサポートと捉え、職

員の育成と共に、彼らを支えていく営みを行なって

いる。わが国では、そのシステムの確立がまだ充

分とは言えず、たとえ行われていても、「支える・励

ます」という見地に立ったSVではなく、「指導、教

育」というたぐいのSVが未だ多いか、あるいはSV

が得られず、情熱を持った職員が誰にも支えられ

ずに燃え尽きていく現状があるように思える。クラ

イアントに向き合う職員を支える環境の整備は、

子どもの愛着を育むための大切な土台作りである

という意識を強く持つことは何よりも大切なことで

あり、わが国におけるより充実した児童福祉現場

でのSVシステムの構築・整備が待たれる。

二つ目には、トラウマの当事者である子どもだけ

ではなく、その発達において最も重要な環境であ

る養育者システムへのアプローチを優先していると

いう点である。わが国においては、養育者に責任

や変革を求めることよりも、とにかく子どもを中心

に働きかけを行う風潮があるように思える。その影

響か子どもに発達障害や愛着障害などの診断が付

くことで安心感を得て、養育者がすべての要因を

障害に転嫁してしまうことも少なくはない。大切な

ことは、診断を結論とするのではなく、どのように

して子どもの発達や生活を支えていくかをより重要

な問題として扱うことであろう。ARCを導入するこ

とにより、子どもだけではなく、家族を含めた環境

を調整することに主眼を置くことができ、また「現

実の生活」を念頭において治療を考えることができ

る。従って、責任を何かに転嫁して問題の責任や

所在をあやふやにするのではなく、今後の子どもた

ちの発達を支える愛着を育む環境となりうる養育

者システムに対しての働きかけに一層力を入れ、子

どもたちの毎日を支えていく営みを行っていくこと

が望ましい。

三つ目は、ケアに必要な技術や実践を言語に落

とし込んでいる点にあろう。わが国では「今までやっ

てきた、いつもやっている」という専門職の認識に

対して、それが一体何なのかを正確に言語的な記

述をしてはいない。現場では長年の経験を積んだ

いわば職人的な職員の大きな存在があり、経験の

浅い職員が彼らの行動を見ることで学ぶ、見て盗

むというやり方が未だに横行しているきらいがある。

その姿勢は各々の職員の成長にとって必要なもの

であるが、“感覚”という言葉に隠された曖昧さに困

惑する経験の浅い職員も少なくはない。日常のク

ライアントとのかかわりで、それぞれの職員が何を

考え、どのような営みを行なっているのかを誰にで

もわかるように記述することは、職員の育成にとっ

て大きな手助けとなりうるであろうし、日々行なわ

れる営みを客観的に実証に基づいた形で体系化す

ることで職員間での均一化されたかかわりを作り

出せることは大きな強みになろう。

ARCにはわが国の児童福祉現場において利用

可能な資源がたくさん含まれている。その構成要

素のすべてを導入することはまだ難しいが、それぞ

れの現場でひとつでもふたつでも取り入れること

ができるものを見つけて、われわれの日々の営み

の中に生かせること願っている。
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4　親と子の相互作用セラピー
　　　　　　　　　   －トラウマを受けた子どもとその親への治療法－
　　　　　　　　　　　　 （Parent － Child Interaction Therapy － Adaptations：PCIT）

はじめに

この章で紹介する「親と子の相互作用セラ

ピー（Parent-Child Interaction Therapy＝以下

PCIT）」は、前章のARCの治療構造（10の積み

木）の土台となる4つの積み木、いわゆる「養育者

の感情管理」「波長あわせ」「一貫した応答」「習慣と

社会的慣習」の理論に基づき、その手順に沿って

行われる治療である。そして、親子の人間関係、

つまり愛着関係を深めていくためのセラピーである。

4.1  親と子の相互作用セラピー（PCIT）の概要

（1）開発と発展

PCITは1970年代にシーラ・アイバーグ博士

（Dr.Sheila Eyberg）によってフロリダで開発さ

れた治療法である。

アイバーグ博士が開発したときには、2～7歳

の問題行動を起こしている子どもとその親（養

子縁組をしている親、里親などを含む）が対象

であった。特に被虐待児というわけではなく、

ADHDなどの発達障害や躁鬱病の子どもたちと

その保護者のための介入方法として開発された

という経緯がある。

その後、PCITによる介入方法について、さま

ざまな場所で調査研究が行われるようになった。

親子関係などの家庭だけではなく、他の場所（学

校・保育所など）においても、子どもの行動が改

善されたという報告もなされた。また、兄弟姉

妹間においても改善が見られ、6年間のフォロー

アップ調査研究でもその行動が維持されている

ことが確認された（ただし、3カ月後、6カ月後、

9カ月後に補強の面接を行わなければ、効果が

低下するという報告もある）。これらの結果、

PCITは子どもの行動、特に攻撃などの外部に

向けられた行動の改善に非常に効果があるとい

うことが明らかになった。そして現在では多様

な場所で形態や対象を変え、応用されるように

なってきている。

例えば場所については、当初は大学という非

常にコントロールされ、利用できる資源が整って

いる環境で行われていたが、現在はクリニック

など大学以外でもセラピーが行われており、調

査研究も継続されている。大学ではマジックミ

ラーを使い、セラピストが部屋の外からイヤホン

を通して親に指導を行うことが出来るが、クリ

ニックではそのような環境が整っていないため、

セラピストは親子の部屋に入って指導するとい

う形態をとることもある。

対象についても、カリフォルニア大学デイビス・

ケアセンターのアーキザ氏とそのチームは里親

と身体的虐待を行った実親（子どもたちは2～7

歳）に対して実施し、肯定的な結果を報告して

いる。シンシナティの子ども病院でも同様に肯

定的な結果が出ている。ただし、対象となる子

どもが虐待を受けており、家庭自体も著しく混

乱しているケースが多く、慎重に扱う必要がある

ため効果の出方はゆっくりである。また子ども

の治療自体は精神治療や薬物治療が中心であ

り、PCITは二次的な治療として活用されている。

その効果には違いがみられるものの、一定の効

果をあげているのは確かなことである。

その他、オクラホマ市のチャッフィン氏とその

チームは対象年齢を12歳まで広げ、身体的虐

待を行った家族に対して適応した例もある。

（2）理論の概要

アイバーグ博士が開発したのは2つのプロ

グラムで、子どもが主導の相互作用（Child 

Directed Interaction ＝以下CDI）と親が主導
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の相互作用（Parent Directed Interaction ＝以

下PDI）である。CDIは親子の人間関係（愛着関

係）を深めていくためのプログラムであり、PDI

は親が子どもに対して効果的なしつけを行ってい

くためのプログラムである。

このセラピーは、愛着理論（Attachment 

Theory）と行動理論（Behavioral Theory）をそ

の基礎においている。

行動理論は、現在、生じている問題は不適切

な行動を誤って学習したためか、適切な行動を

学習していないために生じていると考え、社会

的に好ましい行動の再学習を行っていくもので

ある。再学習にあたっては、適切な行動に対し

て「ほめる」、「注目する」、「特典となるものを与え

る」、「肯定的な帰結を与える」（行動にともなう肯

定的な結果を示す）などの強化を行う。不適切

な行動に対しては「注目を与えない」（行動を無視

する）、「肯定的な帰結を与えない」（行動にともな

う結果を示す）などを行う。親が主導の相互作用

（PDI）では、このような強化の使い分けを中心

とした養育技術の習得が中心となる。

愛着理論は、子どもの成長発達のためには、

母親などの特定の養育者と人間関係を深めてい

くことで、安定した愛着関係を作ることが不可

欠であると考えるものである。特にCDIではこの

ような愛着の絆を深めていくための技術の習得

が中心となる。

PCITでは、行動理論は重視されるが、初期

段階で最も重要なのは愛着理論である。親子が

愛着を深めて初めて行動理論が活かされると考

えるのである。

（3）治療の目的

PCITの目的は「中断された親子の愛着関係

の修復を支援すること」であり、具体的には次の

4点を目標に支援を行う。

上記の4点の達成を通して、中断された親子の

愛着関係の修復を支援し、究極的には「権威ある

親業のスタイルに到達すること」を目標にしている。

つまり親が権威をもって子どもの行動に限界を設定

しながら、しかも大きな愛情をもって接することが

できるように指導（コーチ）するのである。そうする

ことで、虐待のために親子の愛着関係が中断され

た場合であっても、もう一度親子関係を結び直す

ことができるのである。

① 養育者が子どもの問題行動を管理できる

ように促進する（養育者に自信をもたせ

ること）

② 養育者と子ども間の葛藤を減少する

③ 養育者が子どもの良い行動を強化するこ

とを促進する

④ 養育者と子ども間の肯定的な相互作用を

促進する

 目的：中断された親子の愛着関係の
           修復を支援すること
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4.2  親と子の相互作用セラピーの実際

PCITの鍵は愛着理論や行動理論に基づき、「肯

定的な注目の与え方」、「無視の仕方」、「帰結の与え

方」などの養育技術を一つひとつ学び、保護者が

戦略的に使えるようにコーチすることである。その

特徴は「親と子の相互作用」に焦点をあてているこ

とであり、実際に親と子がかかわりあっているとこ

ろで、セラピストが親にコーチングすることである。

通常、ほとんどの人は自分が習慣になってしまって

いるような行動について、明確に説明することが

できない。しかし、この方法では親子間で実際に

何が起こっているかを直接的に観察することができ

る。そのためセラピストは間違いをすぐに修正する

ことができ、親は養育技術を早く習得し、自信を

持つことが出来るのである。またコーチングは保護

者を心理的に支えるような研修や情報を与えるよう

な研修よりも効果があるとされている。養育技術

を具体的に学習し、積み重ねていくことを支援され

ることで、親の行動は変化していくのである。

図1は基本的なプログラムの流れである。養育

技術を習得し、中断された親子の愛着関係を修復

するために7つのステップが用意されているが、大

きくは「治療前評価→CDI→PDI→治療後評価→

補強セッション」の順に5段階になっている。各ステッ

プの概要については次に説明する。

【第1ステップ】
治療前評価

子ども主導（CDI）プログラム

親主導（PDI）プログラム

【第2ステップ】
CDIの技術を親に教える

【第3ステップ】
CDI技術をコーチする

【第4ステップ】
PDIの技術を教える

【第5ステップ】
PDI技術をコーチする

【第6ステップ】
治療後評価

【第7ステップ】
補強セッション

図 1　治療の７つのステップ
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（1）プログラム概要 －治療の 7ステップ－

①第1ステップ「治療前評価」2～3セッション　

 　2～3週間は、治療前評価（アセスメント）

をし、セラピーを行う体制をつくることを目的

とする。チェックリストや面接、観察を通して、

子どもの問題行動の程度、成育歴、現在の強

みなどを評価する。特に観察では親子の遊び

場面を設定して、親子の典型的な相互作用の

あり方を評価する。

②第2ステップ「CDIの技術を教える」 1～2セッ

ション　

 　親のみのセッションを行う。子ども主導のかか

わり方（CDI）の具体的なスキルの習得を目指す。

③第3ステップ「CDI技術をコーチする」  2～7セッ

ション（必要に応じて追加実施）

 　親子一緒にセッションを行う。親がセラピス

トから教わった技術を子どもに使い、子どもの

リードで一緒に遊ぶ。そして、その中でセラピ

ストにコーチを受ける。親が技術を本当に修得

し、実際に使えるようになれば第3段階の終

了で次の段階にうつる。

④第4ステップ「PDIの技術を教える」  2～3セッ

ション

 　親のみのセッションを行う。親が主導するか

かわり方（PDI）の具体的なスキルの習得を目

指す。コーチについては、セラピストが一緒に

部屋に入って行う（トラウマセンターではマジッ

クミラーがないため）。

⑤第5ステップ「PDI技術をコーチする」  4～6セッ

ション（必要に応じて追加実施）

 　親子一緒にセッションを行う。親子で遊びな

がら、セラピストからコーチを受け、PDIの技

術を修得する。しつけのスキルが全くない親も

いるため、4～6セッションかかる。

⑥第6ステップ「治療後評価」  1～2セッション　

 　第1ステップで行ったように、親子の遊び

場面を設定・観察し、スキルの習得の程度を

評価する。共にビデオを撮ることで、親が本

当に技術を修得しているかを確認できるように

してある。また技術を修得できた時点で、第1

ステップで使用したチェックリストを1週間ごと

に実施し、基準点以下になっていることを確

認する。この第6ステップでセラピーは終了と

いうことになり、卒業式を行い、親子がスキル

を修得したことをお祝いする。

⑦第7ステップ「補強セッション」  （必要に応じて3

～6カ月ごとに実施）

 　必要に応じて3カ月または6カ月ごとに行う。

補強セッションを行うことが技術の維持にとて

も効果的である。

（2）治療前評価の実際（第 1ステップ）

治療前評価として、チェックリストや面接・観

察を行い、子どもの問題行動の程度、生育歴や

現在の強み、親子の典型的な相互作用のあり方

を評価する。

観察については、親子の典型的な相互作用の

あり方について評価するために、ベースラインと

して次のような親子遊びの場面を設定する。

このような場面を各5分間ずつ設定し、観察

された親子のやり取りが「典型的で日常的な普

段のかかわり合いであるかどうか」を親に尋ね、

ベースラインとなる親子の相互作用のあり方を確

認する。親子にとって、「片づけの場面」が最もス

トレスが高い状態であるため、セラピストは相互

の関係を注意深く観察する。子どもがどのように

反応するか、またそれに対する親の反応の仕方、

① 子ども主導の遊び場面（5分間）
　 子どもがリードする遊びに、親がしたがう形で
　 一緒に遊ぶ。　　　　　　　　　　　
② 親が主導の遊び場面（5分間）
 　「玩具を使用する」、「ゲームのルールを作る」
　 などをして、親が子どもをリードしながら一緒に
　 遊ぶ。　　　　　　　　　　　
③ 親が子どもに「玩具を片づける」ように指示を
　 行う場面（5分間）
　 遊びが終わった後で、親が子に「玩具を片づけ
　 なさい」と指示を出し、子どもが片づけを行う。

親子遊びの場面設定
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親子の相互作用のあり方を観察する。この3つ

の場面を通して、親子の関係を見極めるのである。

またチェックリストについては、「アイバーグ子ど

もの問題行動項目表」（Eyberg Child Behavior 

Inventory：ECBI）という質問紙を使用して行動

評価を行う。これは親が子どもの問題行動につ

いて評定を行う質問紙である。子どもが示す問

題行動が36項目記載されており、1～7段階で「ど

の程度、子どもが問題行動をしているか」を評定

する（詳しくは付表9   P156を参照されたい）。

非常に問題行動のある子どもはECBIの得点

が非常に高く、治療後114点（基準点）以下にな

ればそのセラピーは成功したことになる。問題行

動がない子どもについてはセラピーを行わず、問

題行動をもっている子どもに対してのみセラピー

を行うが、治療後は目に見えてこのECBIの得点

が変化するという。

このように設定された場面を観察することや

チェックリストなどを活用しながら、治療に向け

た親子の日常的な相互作用のあり方を評価する

のである。

なおPCITで使用される玩具については、創

造性があり、構築していけるような玩具が使用さ

れる（詳しくは付表10   P157を参照されたい）。

（3）子ども主導の相互作用（CDI）の実際

        （第 2ステップ～第 3ステップ）

次に子ども主導（CDI）の相互作用は、以下の

重要な3原則に基づいて進められる。

CDIの学習においては、子どもは主導に徹底

し、親は子どもの主導に従う。またセラピストは

親にCDIの技術を教える時（ステップ2）には、1

時間のセッションを2回（もしくは1.5時間のセッ

ションを2回）行うが、家庭においても“特別な

遊びの時間”と称し、親が子どもの主導に従って

遊ぶ時間を5分間設けてもらうようにしている。

セッションは具体的な例を提示しながら、次の

ような手順で行う。最初に完全に子どもの主導

に従うということを守るために「してはいけない3

つのこと」について学習する。

次に「PRIDE」についての学習を行う。

～PRIDEとは～（5つのすべきこと）

① 子どもを褒める（Praise）
 「上手だね」だけでなく「積み木をここまで重ねて上手だね」など具体的に褒めることが大切。それによっ
て子どもはなぜ褒められたのかがよく分かる。

② 子どもの言ったことを反復する（Reflect）
 「お母さん塔を作ったよ」と子どもに言われたら、「うん、塔を作ったのね」と言う。
③ まねる（Imitate）
 子どもが絵を描いたり、積み木を積み重ねたりする時に子どもより上手にしないように注意することが大切。
④ 描写する（Describe）
 行動の動詞を使う。例えば、子どもが積み木を積み重ねている時に「赤い積み木の上に青い積み木を積
み重ねたのね」と“積み重ねる”という動詞を使って描写する。

⑤ やっていることに熱中する（Enthusiasm）
 親は楽しいという気持ちを表現し、遊びに熱中してもらう。親に教える時には自由度の高い玩具を使い、
どういうふうに使い、言いまわすのかを演習する。

※PRIDEは上記①～⑤の「Praise」、 「Reflect」、 「Imitate」、 「Describe」、 「Enthusiasm」の頭文字を並べたもの。

① 親子の人間関係のよいところを増強する

② 子どもの自己肯定感を高める

③ 社会のルールに沿った行動を強化する

① 命令をする　 ② 質問をする　 ③ 批判をする　

子ども主導で関わるために、
親が「してはいけない3つのこと」
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「3つのしてはならないこと」、「PRIDE（5つの

すべきこと）」の他に「無視すべきこと」の学習を

行う。「無視すべきこと」では「イライラして気に

障るような行動」を無視する。問題行動を起こし

やすい子どもたちを対象としているので、無視す

ることはとても難しいことであるが、騒いだり、

嘘をついたり、癇癪を起こした時には、その行

動を無視するのである。そういう行動に注目する

たびに、子どもはもっとそのような行動をするよ

うになるので、無視をすることが大切である。「無

視」の方法には次の2つがある。

しかし、人を叩いたり、物を壊したり、部屋を

出て行ったりなどの「安全にかかわる行動」につ

いては無視をしない。子どもの行動が破壊的に

なり、安全でなくなった時にはセラピストが介入

し、遊びをやめさせ、その日には遊びを再開さ

せない。その代わりに、本来行うはずであった

CDIは宿題として家庭で行うように課題を出すよ

うにする。

この課題は子ども主導の相互作用（CDI）を、

家庭で1日5分間「特別な遊びの時間」を設定し

て行うものである。この時間と場所が持てるよう

にセラピストは親と話す時間を持ち、必ず宿題を

するように促す。一貫して行うことが大切であり、

1日のうちの決まった時間（例：食事の後など）に

行うなど、子どもが予期でき、習慣化することが

大切である。理想的には毎日行うことだが、現

実的には難しく、1週間に3回できたらよい方で

あるという。また親子の再統合ができておらず、

実親と離れて暮らしている場合には、親子が再

会したときには必ず宿題を5分間してもらうよう

にしているという。

親がこのような宿題を行っているときには、セ

ラピストは1時間のコーチを行う。まず「宿題は

どうでしたか？」と尋ね、実施したときの様子を

検討する。次に子どもと親で一緒に遊んでもらう。

最初の5分間は今まで親に教えた技術を一つづ

つしてもらい、「してはいけない3つのこと」をやら

ず、「5つのすべきこと」をして、そして「無視すべ

きところ」で無視しているかどうかを観察する。

どの技術が修得され、どの技術が未修得である

かが分り、次の目標を定めることができるからで

ある。このステップを終了して、次のステップに

進むためには次の条件が必要である。

なお、子どもには「お父さん（お母さん）と遊

ぶ練習をしましょう！」と軽く伝える程度である。

（4）親主導の相互作用（PDI）の実際（第4ステップ

　　～第 5ステップ）

①CDIとPDIの差異と基本原則　

 　PDIでは両親のセラピーは時間を区切って

行い、どちらが主に子どもにかかわっているか

を判断し、主要にかかわっている親が技術を

修得できるように指導を行う。

 　またCDIとPDIでは教え方の部分で違いが

見られる。CDIの親への指導方法では、「ちゃ

んとやっているときは褒める、他は無視する」

というCDIの技術と同じ手法を使用するが、

PDIの指導では間違いを訂正することを大切

無視の2つの方法

①子どもが問題行動をしながらも、まだ遊びに
熱中している時には、熱中していることだけ
に注目する。

②イライラさせるような行動がさらに高まって
きた時には、親は体を横に向けて、横目で観
察し、子どもだけで遊ばせるようにする。ネ
ガティブな行動には注目せず、行動を見守っ
ているだけである。

次のステップに進むためには

○「5つのすべきこと」の中の3つ「褒める・反
復する・描写する」を各10回以上できるよ
うになること。

○「してはいけない3つのこと」を各3回以上
していないこと。

○ECBIの得点が114点以下になっている。

5分間の遊びの中で
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にする。技術を確実に修得してもらうことを目

的とするため、PDIのときは訂正をその場で指

導するのである。

 　加えて、CDIに比べてPDIでは虐待を受け

た子どもと受けていない子どもとの間には違

いが出てくる。PDIではまず「効果的な方法で

指示を与えること」の学習から始めるが、怒

鳴り声を出してしまう親や「やってよー」と言っ

て懇願する親がいた場合には、何回かのコー

チを先に行う。そこがオリジナルなPCITとは

違う点である。教えることとコーチすることは

違い、教えてすぐにコーチに入ることができる

のは虐待などで傷ついた子どもをケアする里

親などで、このような人には通常通り「教えて

からコーチする」という手順で行えばよいが、

その他のほとんどの親にはそれができないた

め指示を与えていき、そしてタイムアウトを教

え、コーチをし…、という手順をふまないとい

けない。このようにCDIとPDIでは教え方に

差異も見られるが、基本的には次の重要な3

つの原則に基づいて進められる。

②効果的な指示の与え方　

 　親は最初のPDIセッションで子どもに対して

「効果的な指示の与え方」を学習し、終盤の

セッションで「タイムアウト」を使ったしつけの

方法を学習する。一つひとつの「効果的な指

示の与え方」のポイントは以下の通りである。

～効果的な指示の出し方～

● 直接的な指示で、まわりくどくしない。

   （「積み木をとってくださらない」→「積み木をとって」）

● 肯定的に言う。

   （道を渡るときに「私の手を握ってちょうだい」と言い、「ひとりで駆けていってはいけない」とは言わない）

● 具体的に言う。

   （「お部屋を片づけなさい」→「その洋服を戸棚に入れなさい」）

● 一つだけ言う。いくつも言わない。

● 年齢に即した言い方をする。

● 丁寧に言う（親が子どもの役割モデルであるということを刷り込ませるために）

   「～してください」など。

● 声音は中立的に、怒鳴らず、へりくだらずに言う。

● ブロークンレコード：音声を中立に一定に保ちながら、率直に肯定的に繰り返し指示を出す。

● 説明は少なく言う。最初に説明してから指示するか、子どもがしおわったあとに説明するかにする指示して

から説明すると子どもは「なんで？」となる。「時間だからコートを着て行きましょう」など）

● できるだけ選択肢を与える。（「さあ、洋服を着ましょう！黒い服にする？赤い服にする？」など）

● 指示を与えるのは大切なときだけにする。度々与えていると効果がなくなる。

● 指示を与えたあとに帰結を与える（～すると～になるよ）。子どもが従ってくれたら「ありがとう、お母さん

の言うことを聞いてくれて」などお礼を言う。従わなかったときの帰結もある。

① 一貫していること

② 子どもが予測できること

③ 決められたことは終わりまで続けること
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 　この治療のときにセラピストが親と子を観察

し、セッションを進めるペースを決めることが大

切である。すぐにタイムアウトを習いたいという親

もいるが、きちんと技術を修得するために、何度

も何度も繰り返し練習することが大切である。

 　練習として「3回この指令を子どもに与え、

子どもが3回とも指令に従わなかったら子ども

を無視する。そして再び同じように中立な声音

で一貫したやり方で指示を与える」ということ

を繰り返す。親は子どもが従う、従わないに

かかわらず練習をする。家でもあまり大切でな

いことから練習してもらう。練習を積み重ねて

いくことが大切なのである。「効果的な指示」

を出すことを習得できた場合、次に効果的な

タイムアウトの使用方法の習得を目指す。

③効果的なタイムアウト　

 　多くの親たちはタイムアウトを使っているが、

効果的なものではない。タイムアウトは他の技

術が修得された後に教えるが、親の指示に子

どもが従わなかった時のみ活用する手段であ

る。タイムアウトの指導は、子どもにも伝えて

おくようにする。「こういうことをすると、こう

いうことになる」と教えておくことが大切であ

る。小さな子どもには、ぬいぐるみをタイムア

ウトさせることで教えることが可能である。

 　アイバーグ博士が始めた時のタイムアウトは

お尻をたたくなどの体罰的なものがあったが、

現在はそのようなタイムアウトは使われていな

い。しかし、アイバーグ博士のチェックシステ

ムをベースに成り立っている。

 　また、タイムアウト・ルームを使うと子どもを

孤独にさせてしまい、被虐待児にとってはそれ

が引き金となりパニックになることがあるので、

タイムアウト・ルームを使って拘束させることの

ないような方法が使われている。例えば、タイ

ムアウトは次のような手順で使用される。

～ タイムアウトの手順 ～
◎レゴ（玩具）の片づけの例

母　親 子ども

13. しっかり褒める。
       身体的なタッチを入れるのも一つの方法

2. 子どもが無視、また完全に拒否する。

4. 指示に従わずに遊び続ける。

7. 母親への暴言、泣きわめく。

9. 子どもが立ち上がり、レゴをしまう。

12. 子どもが従う。

3. 警告を与える。「レゴをしまってちょうだい。
    しまわないとタイムアウトルームになりますよ。」

5.「あなたはお母さんの言うことを聞かなかった
    から、タイムアウトの部屋に行きますよ」と伝え、
    タイムアウト・ルームに連れて行く。

6. 部屋ではなく、椅子に座らせる（3分間）。
    「お母さんがいいって言うまで、この椅子に
    座っていなさい」と伝える。

8. 3分間経過したらタイムアウト終了。
    「レゴをしまう用意ができましたか？」とたずねる。
    

10. 肯定的な評価を与える。
      「レゴを片づけられたね。」

11. 子どもが従いやすい指示を出す。

1.「レゴをしまってください」という指示を出す。

※自分が静まればタイムアウトが終わるということ
　を分からせることが重要。子どもが静まって
　5秒間経ったら、タイムアウトは終わってもよい。
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 　なかなかこのような理想的なタイムアウトに

はならないことが多く椅子に座らせても逃げて

しまうことがあるが、2段階に分け、「椅子を使っ

てタイムアウトをするか、タイムアウト・ルーム

に行くか」ということを示唆し、それでも従わ

なかったらタイムアウト・ルームを使用する。

被虐待児やトラウマを強く持っている子どもに

タイムアウト・ルームを使うと、トラウマの強

い引き金になってしまうので、できるだけそれ

を使わないようにすることが大切である。

 　トラウマセンターでは、午前中と午後に子

どもが「良いことをする」、「親の指示を聞くこ

とができる」などをするとシールを貼るように

しているという。「シール」＝「ご褒美」であ

り、もしタイムアウトに従わなかった場合には

シールをはがされてしまうということになる。

これは年齢が上がるほど効果が高いとのこと

であった。大切なことは、三つの原則である「し

つけの戦略が一貫していること」、「子どもが次

に何が起こるか予測ができること」、「最後まで

親がやり抜くこと」である。

④治療の終結　

 　CDIの指導は、親が子どもに合わせていく

ことを奨励する。PDIの指導は、最初、子ど

もは従わなくても良いことから入り、少しずつ

積み重ねて、実際起こる場面の中で、親が自

然にできるようになれば卒業になる。PDIの

セッションをしているときでも、家ではCDIを

することが重要である。PDIの修得を計るには、

5分間に親が子どもに4つの指示を出して「子

どもが従うかどうか」、従わない場合に適切に

「タイムアウトを使えるかどうか」などを観察

する。子どもだけでなく、「公共の場所ではどう

なるか」、「兄弟姉妹の関係ではどうなるか」な

どを観察し、よければ卒業ということになる。

 　また全体としての治療の終結の基準は次の

通りである。

4.3  トラウマセンターにおけるPCITの対象

（1）クライアントの背景

トラウマセンターでPCITを受けている子ども

たちの具体的な問題行動は「癇癪」、「暴力」、「感

情を殺してしまうこと」などである。また親が親と

してあまり機能しておらず、子どもが親の代わり

をしており、年齢以上の役割を担ってしまってい

る子どもたちもいる。

セラピーを受けている親子にはさまざまな背景

があり、多くは児童福祉部門において虐待・放

置が発見されているケースである。そのため子ど

もに対する親権が一時的に剥奪されており、親

が子どもを返してもらうための条件の一つとして

セラピーを受けている場合もある。

（2）治療動機について

トラウマセンターでPCITによる治療を受ける動

機としては、子どもの問題と親の問題は同程度で

ある。非常に改善動機が高い親だと治療効果は

高いが、児童福祉部門の指示によって来所した

親や「自分を変える必要がない」と思っている親の

ように動機づけが低い場合には、ドロップアウト

する確率が高くなる。実際40％の親がドロップア

ウトをしているという。現在、セラピストのスクリー

ニングにより、親がどのくらい改善に対する動機

づけがなされているかが分かるようになり、ふる

い分けもできるようになった。そのため、効率的

にセラピーを実施することができるようになってき

ており、ドロップアウト率も低くなってきたという。

また、それ以外のドロップアウトの理由として

治療の終結の基準

○親がCDIとPDIの技術をしっかりと習得す
ることができた。

○子どもが親の指示の75％以上に従う。
○ECBIの得点が低下している。
○親自身が問題を自分で対処していけると感
じられ、親業への自信を持てる。

親子の観察から
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は、「里親－子ども」の治療で他の里親に変更さ

れる、あるいは実親に返されることによる中断

や元々困難な家庭環境の中でセラピーを行って

いたためにセラピーが終了せざるを得なかった

場合などがある。

このようにトラウマセンターで行われるPCIT

は、他の場所で行われているのと同様に「対

象の背景」や「治療動機」において特徴が見ら

れる。最後にコラムでトラウマセンターにおいて

PCITによる治療を行ったケースを紹介する。

11歳の女児と母親のケース。子どもは問題行動があまりなく聞き分けのよい子どもであった。だが、
母親自身の養育態度に一貫性がなく、親業に問題があった。
母親は1年間セラピーを受ける中で2回の入院をし（身体的・精神的な問題で1回ずつ）、セラピーが
途切れることもあったが、母親自身は“変わりたい”という気持ちが非常に強かった。「特別な遊びの時
間」で、遊びではなく、料理を一緒にするなどしていくうちに、女児は母親から肯定的な注目を受け、楽
しさを感じ、両者の人間関係が深まっていった。母親の親業についても少しずつ良い方に変化していった。
そうすると、女児の意思伝達もスムーズになり、自分の気持ちを表現するのが上手になり、母親も態度
や行動が柔軟になった。
その後も何回かフォローアップを行い、2年間、治療を継続した。その間、母親が再び入院をするこ
ともあったが、セラピーの効果は維持されていた。

コラム：改善への強い動機づけが実を結んだ事例

4.4  所感

（1）日本への導入について

日本でも同じような方法で、親と子の相互

作用や言動を改善していくものはあるが、この

PCITのように親子の相互関係を観察しながら、

その場で直接親に指導をするという治療はあま

りなく、とても画期的であると思える。

治療や心理的かかわりの場面だけではなく、

例えば母子生活支援施設の場合、親と子が一緒

に生活をしている場所で、さまざまなことが起こ

り、親と子の愛着関係が育っていなかったり、

関係が持ちにくい親子に遭遇する。「子どもをど

うやって抱っこしたらよいのかわからない」「子ど

もにどうかかわっていいのかわからない」という親

の切実な思いを聞きながら、施設職員が親のモ

デルとなり、子どもを抱っこしてみせ、抱き方や、

抱っこを自然に促せる方法を伝えたり、示した

りしながら、そして抱っこが上手にできるように

なったら評価を伝えるなどして、親と子の愛着関

係を結び、相互作用を見守っていくことがある。

PCITの理論や視点、そして方法を手本としなが

ら、今まで児童福祉現場で大切にされている「大

人モデル」や「言動を評価し、愛着の言動を強化

する」そして、「親と子の愛着関係を構築する」と

いったものを、もう少し系統立て、理論や実践

を見直し、親と子の自信にしていくことが私たち

に課せられた課題ではないかと思われた。

（2）行動評価の方法～ECBI（アイバーグ子どもの

　　問題行動項目表）について～

前述したとおり、ECBIとは、親が子どもの問

題行動について評定を行う質問紙である。子ども

が示す問題行動が36項目記載されており、1～7

段階で「どの程度、子どもが問題行動をしている

か」を評定する。この質問紙は第1ステップの治療

前評価の際と、第6ステップの治療後評価で使用

し、現状を把握するツールとして活用されている。

しかし、アイバーグ博士が開発したECBIはア

メリカ版であるため日本で使用するためには内容

をよく吟味し、日本版に修正する必要がある。日

本においてもさまざまなチェックリストや発達検

査などがあるが、子どもの問題行動を親自身が

チェックし、親と子の相互作用を見ながら、得点

で確認していくという部分は見当たらず参考にし

て開発すべきであると思われた。
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5.1  トラウマに効果的なヨガの概要

「トラウマの記憶は人間の身体全体に染みこんで

いて、心理的なセラピーだけではなく、自分の身

体と友好的な関係にならなければ癒せない」とバン

デコーク博士は言う。また、「人がどうやって自分の

身体感覚に結びつけるかが問題だが、ヨガならそ

れが出来る。トラウマをケアするセラピストたちは、

心と同じように身体にも働きかける必要がある」と

も語っている。この言葉は、「トラウマによる脳への

影響」及び脳科学研究に基づく言葉である。

ヨガは、トラウマセンターで行われているトラウ

マ治療の取り組みの一つである。バンデコーク博

士がトラウマケアに効果的なものとしてヨガに興味

を持たれたことが発端である。博士は、幅広く利

用可能なスタイルのハタヨガ（hatha yoga）を選び、

自分のクライアントを助けるものになるかもしれな

いと確信するようになった。その後、国立衛生研

究所からの助成金によるパイロット研究を経て、講

師のデーブ氏によってヨガクラスがスタートした。

「ヨガは、トラウマセンターのこの一室で始まり、

そこでトラウマ生存者（被害者とは言わない）から

学んだことがプログラムとしていま、生きてきてい

る」とデーブ氏は言う。

私たちは「自分の体に気がつく→自分の体と仲

良くなる→自分で自分の体を調整する」という流れ

に沿って、トラウマ生存者に行っているヨガを体験

した。

5.2　ヨガクラスの目的

（1）トラウマを受けるということ

①心理的状態

 　トラウマを受けると、トラウマ生存者は、「自

分が危険に対して対処行動を起こせなかった

結果、傷ついた」あるいは「自分の身体が自

分を裏切って守ってくれなかった」と感じ、身

体を恨んでいる。

②脳の状態

 （詳細は（P67）の「脳とトラウマ」を参照。）

 　「生きるための脳」である「脳幹」が不調を

きたし、呼吸・体温・心拍・血圧・食欲・排泄・

睡眠、神経科学的なバランスの調整が出来な

い状態になる。

③その結果、起こること

 　自分の身体へ否定的な感情が芽生え、「自分

の身体を感じる」ことや「自分の身体の興奮

を感じ取る」ことが自体がとても難しくなる。

その結果、他の人のリズムに合わせて動くこと

ができないか、またはリズミカルな人間関係が

なくなり、いわゆる自分の体と仲良くない状態

となる。ヨガはその仲が悪くなった体をもう一

度知る「安全で易しい方法」である。

（2）目的

ヨガの最大の目的は、トラウマ治療に効果的

な環境設定や配慮を加えながら、「脳幹の調整」

をすることで、体の中から自然にトラウマを癒す

ことである。言語的アプローチでは届かない、

つまり前頭葉や大脳辺縁系にアプローチしても

5　トラウマに効果的なヨガ　
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改善されない自律神経系にヨガは直接働きかけ

る。身体の能力を再生させるもので、トラウマ体

験について“語る”ことがヨガの目的ではない。

自分の体を感じにくいトラウマ生存者たちが、自

分で体を動かして調整し、快ちよい状態になり、

もう一度自分の体を知ること。具体的には、「体

の中での変化・流れに気がつき」、「時間感覚が戻

り」、「リラクゼーションや呼吸のテクニックを身に

つけること」である。それが、PTSD患者がフラッ

シュバックに襲われたり、パニックに陥った際に

自分を鎮めることに繋がる。また、ヨガは自分

を受け入れることを促すため、性的暴力を受け

て体を憎んでいる人に有効である。

5.3  トラウマセンターでのヨガの具体的活動

       と特徴

身体的な動き、深呼吸など「動作と身体感覚」

に力を入れていることが特徴である。現在センター

には、10名近くのヨガスタッフがおり、設定された

曜日に、自由にクライアントが参加する仕組みと

なっている。個人的に教えることもあるが、殆どが

7，8人の男女別のグループで実施している。安全

性を感じさせることが大切であり、ルールはない。

（1）ヨガクラスの対象者

子ども時代に虐待を受けた成人が対象。

継続して参加している人もいれば、途中でや

める人もいる。セラピストからの提案で参加する

人もいれば、クライアント自らの希望の場合もあ

り、中にはトラウマセンターの外で個人セラピー

を受け、ヨガクラスだけに参加している人もいる。

（2）ヨガスタッフの役割

「安全なヨガ体験をすること」に徹する。セラピ

ストではなく、ヨガの先生として、動作やエクサ

サイズを教える。そのため、ヨガとは何かという

哲学的なことではなく、具体的な動きから入って

いる。また、“どう感じたか”の感情の部分につい

てはセラピストと一緒に対応する。クラスとセラ

ピーとの連動でトラウマケアに取り組んでいる。

デーブ氏が、ヨガクラスの参加者を「クライアン

ト」ではなく「ぼくの生徒」と呼んでいるのも、そ

ういった理由からである。ヨガスタッフは、セン

ターのセラピストにもヨガを教えており、セラピー

の一部に取り入れるセラピストもいる。セラピス

トがテクニックを身につけるのは、自分の体を

感じていないクライアントが、自分の体を知って

もう一度再生するためである。ヨガクラスは「ト

ラウマセラピーを進める一つのドア」となってい

る。あるケースでは、「足を付けて床を感じてくだ

さい」とデーブ氏が言った際、ヨガクラスが終わっ

て自分のセラピストのところへ行って、「私は初め

て自分の足に指先があって、指が床を感じたとい

うのを感じた。自分は20年も他のセラピーを受

けたけれど、一つのヨガ体験でそれができたの

で、びっくりした」と言った参加者もいたとのこと

である。

（3）“HOW”の4つのキーテーマ（4Key Themes）

センターで実施しているヨガクラスには、トラ

ウマケアにより効果的に作用するための、4つの

キーとなるテーマがある。それは、どのポーズを

とるかではなく、どのように体を動かすかに集

中することである。ヨガをやることで、自分の体

をもう一度自分のものにして、自分の体と仲良

くなることが目標であるため、“WHAT”ではなく

“HOW”が重要となる。ほとんどのクラスで以

下の4つのキーとなるテーマを盛り込んで行って

いる。

　①選択することを練習する　

      　 （Practice making choices）

「もし○○だったら○○／○○あるいは、○○

をして」という“言葉遣い”をして、選択する練習

をする。2～3の選択肢を与え、少し慣れてきたら、

具体的な選択肢は与えない。例えば「自分のやっ
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ているところを快適になるように変えてもいいで

すよ。どうぞご自由に体の動きを変えて快適にし

てみてください」という言葉遣いに変える。そのこ

ろには、自分の体をよく知り始めて、どの動作

がどういうふうに快適なのかが分かるようになる

ため、「自分で動かせる」体験を積ませる。

　②今ここに私はいるという体験

　   （Present moment experience）

トラウマは今ここに存在する感覚が持てない

病気だという。足をぴったりと床にくっつけるこ

とによって、「今、私はここに存在する」という、

現在を感じる体験に繋がる。

　③効果的な活動をする

          （Taking effective action）

大げさに言うと、ヨガクラスに来るということ

自体が、自分を救うための行動の一つとなる。

　④自分がリズミカルに動く、他の人と一緒に

          リズミカルに動く

          （Moving rhythmically /myself and others）

自分の体を1つのものとして感じにくいため、

自由に体を動かすことができない。また、他の人

と調和することが難しい状態にある。

　　　　

「顎を真ん中において、首をゆっくりとまわします」

「もし
4 4

、痛かったら、いつでもやめていいんですよ」

「動作を小さくして、あるいは
4 4 4 4

、動作を大きくして

痛みを和らげてもいいですよ。それは
4 4 4

、あなたが
4 4 4 4

選択することです
4 4 4 4 4 4 4 4

」

「もし
4 4

、準備が出来たら戻ってください」

  【演習】
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　できる限りプライベートで快適な環境作り。明るさは、やや暗め。学校な
どの公の場で実施する際は外から見えないようにカーテンを閉めるなどの配
慮をする。センターでは音楽はセッションの最初と最後にかけ、セッション
中はヨガスタッフの声に集中できるようにかけない。ただ、公立学校では、
子どもたちが音楽が好きなので音楽を流し、ブロックやマットを活用する。
対象者によって環境設定も変えていく。

　指示的な言葉づかいはせず、招くような言葉づかい。「自分の身体に興味
を持ってもらい、体験するための招待」という意味合いが伝わるように、
「もし準備が出来たら」、「できれば……してみてください」、「興味を持っ
てみてください」など、「いらっしゃい」という感じを表現する。繰り返し、
織り込むことがポイント。

　安全性と一貫性を示すこと。
　そのため、スタッフの服装は保守的な格好にする。ヨガは大規模ビジネス
になっており、短いスカートのウェアが売れているが、そのようなスタイル
はとらない。
　また、一般のヨガクラスではスタッフは動き回るが、センターでのセッシ
ョンは一つの場所から動かない。自分をさらすようなポーズをとる際は絶対
にクライアントの後ろに立たないようにし、フラッシュバックを起こさせな
いようにする。
　さらに、スタッフ自身のエネルギーやテンションにも配慮する。子どもた
ちへはエネルギーを与えたい気持ちが起こっても、スタッフが自分を出しす
ぎてしまうと相手を圧倒させてしまう危険性がある。実際クライアントが
「自分はスタッフのように元気にはなれない」と思って来なくなったケース
もあるため、にこやかに一定で静かなトーンの声を出す。

　言葉で伝え、助言する。クライアントのトラウマ体験の背景がわからない
ため許可なしに体には触れない。触れる際は非常に注意深くやる。あるクラ
イアントにとっては、手をかけることが治療的な癒しになるかもしれない
が、それはまれなケースである。

①「環境設定」

②「言葉づかい」

③「スタッフの質」

④「支える、助ける方法」

（4）ヨガクラスを構成する要素

トラウマに対してより効果的なヨガにするため

に、クラスの感度を高めるための工夫をしてい

る。各クラスの状態に合わせて、柔軟に切り替

えていく。
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5.4  効果と課題

「ヨガ研究は、私が今までに行ったあらゆる研

究の中でも高いドロップアウト率だ」とバンデコー

ク博士が語っているように、トラウマ生存者にとっ

て、自分の体を再発見することは恐ろしいことでも

ある。実際、デーブ氏の生徒で「呼吸すると生き

ている感じがする。生きている感じがしたくないか

ら呼吸したくない」と言った人がいる。また、「嬉し

い赤ちゃんの格好（Happy Baby Pose）」を教えた

時、2人の女性が部屋から出て行き、一人は戻って

こなかったそうである。幼少期から性的虐待に耐

えながらえてきた50歳のある女性は、初めてこの

ポーズを体験した時、脚ががたがたと震え、「私に

とって、このポーズは傷つけられるのを待っている

赤ちゃんの格好です」と言ったそうだ。バンデコー

ク博士とデーブ氏は、このポーズで安全感を経験

できることを目的にもっと優しく時間をかけて教え

ることを継続した。その効果は素晴らしく、20年

間のセラピーでは得ることができなかった「心の平

穏」を取り戻すことが出来たという。

数値としての治療効果については、国立衛生局

からの助成金により、博士とデーブ氏が「子ども時

代に性的虐待を受けた成人女性」を対象に調査し、

データ結果が今後公表される予定である。

ヨガスタッフからは効果は姿勢で分かるという。

うつむき加減だった姿勢がはっきりと人が見えるよ

うな姿勢へと変化する。学校で実施している子ど

もへの調査研究は未だ行われていないがスタッフの

観察では、最初は無関心で何を言っても感情がな

かった子どもが今は興味を示して自分の体を探索す

ることを一所懸命にやっているという変化が見られ

ている。それだけでも進歩がある。教師からは、

今までは何かあるとすぐに高揚して飛び出したり人

を殴ったりいろいろなことをしていたが、それを抑

える能力が育ってきている、とのコメントがある。

「呼吸しながら動くことができると自分を調整す

ることが可能になる。ヨガを通してもう一度生きて

いるという感情に行き着く。トラウマで気持ちが死

んでいる人にとって、ヨガはとても有効」とデーブ氏

は語った。
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5.5  ヨガ体験

演習は、以下のながれに沿って行われた。

①Notice your Body（自分の体に気がつく）

②Befriend your Body（自分の体と仲良くなる）

③Body as a resource、self regulation

       （自分で調整・抑制する資源としての体）

●「よかったら靴を脱いでもいいですよ」
●「手足を広げてリラックスします」
●「準備ができたら足をぴったり床につけてください」
●「出来るだけ足の裏が床にくっついている感覚に注目してください」
●「自分の体の真ん中に注目してください」
●「お臍の少し下から腰の下に注目してください」
●「頭をずっと上に引き延ばす感じで体を伸ばして」
●「もし目をつぶっていたらゆっくりあけてください」

　椅子に座ったままのヨガです。傷兵や高齢者、身体の不自由な方にもヨガは可能です。ゆっくりと柔らか
い口調で繰り返し語りかけるのはトラウマを受けると体の感覚が鈍くなるため、1回では理解できないこと
があるからです。
　まだ、この時点では別に何も感じなくてよいです。注目するだけでよいのです。トラウマを受けた人は体
の感覚が鈍いためすぐには感じにくい。「お臍に注目して」と言うと、お臍の所に穴があいているように感
じる人もいます。

解 説

  【演習1  マウンテンポーズ】　①Notice your Body（自分の体に気がつく）
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● 「準備が出来たら両足をぴったりと床につけてください」
● 「出来るだけ足の裏が床にくっついている感覚を感じてください

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

」
● 「同じようにお臍の下に注目を集めてそこからぐるっと回って背中にも注目してください」
● 「できれば、右手をお臍の下に当てる」
● 「頭から伸ばす感じでまっすぐ」
● 「自分の体が伸びていくのを感じてください

4 4 4 4 4 4 4

」
● 「もし目をつぶっていたら、目をゆっくりあけてください」

　演習1に少し加えたエクササイズ。
演習1とは少し違う言い回しをしました、気づきましたか？「できるだけ足の裏が床にくっついている感覚
を感じてください」と「自分の体が伸びていくのを感じてください」と言い回しを変えています。“Notice
から Feel へ”、自分の体とお友達になるということです。自分の体に気がついて、もう一度感じてみるとい
うことです。

解 説

  ■【演習2】　②Befriend your Body（自分の体と仲良くなる）
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● 「準備ができたら足をぴったりと床につけてください」
● 「できるだけあなたの足の裏が床にぴったりとついていることを感じてください」
● 「自分の体の中心に注目してください」
● 「特にお臍の下からぐるっと回って背中まで焦点をあててください」
● 「よかったら手をお腹の中心にあててください」
● 「頭のてっぺんからの自分の体を伸ばすような感じです」
● 「自分の体が伸びていくのを感じてください」
● 「それに気がついたら自分の呼吸がどんな呼吸かに注目してください」
● 「よかったら鼻を通して息を吸って吐いてみてください」
● 「もし鼻で吸うのが不快なら口で呼吸してもいいです」
● 「自分の呼吸に気がつくというのは、自分の肉体感覚が呼吸にどのように添っているかを感じる
ことで、呼吸を感じることができます」

● 「ひたすら呼吸をすることで、体で特に肩の上がり下がりに気がつくでしょう」
● 「呼吸の際、肋骨に感覚を感じる人がいるかもしれない。または臍の筋肉に感じるかもしれない」
● 「呼吸を数回繰り返して身体感覚に気がついてください」
● 「体の中に変化があったかを見つめてください」
● 「肩が緩くなったなど、体の小さな変化があるかもしれません。感覚の小さな変化や肩の軽さを
感じませんでしたか？何も感じなかったら、それでもいいんです」

● 「準備が出来たらゆっくり目をあけてください」
● 「もし、筋肉に緊張があったなら体をゆっくり動かしてください」

  【演習3  呼吸のエクササイズ：自分の体を肯定的に捉えるためのヨガ】　
               ③Body as a resource、self regulation（自分で調整・抑制する資源としての体）

　自分の体と肯定的な関係を作るために行っています。大人にヨガ
をすると幼少期のトラウマ体験によって、長い間自分の体と否定的
な関係にあることが分かる。子どもだとまだトラウマを受けてから
の期間が短いので慢性化していないし体から乖離している程度も
大人ほど深刻ではない。子どもたちは感情の興奮状態をどう処理す
るかをちょうど考えている時期で麻薬やセックスに走るがその代
わりにもっと肯定的な関係を体と作ることが大切です。

解 説
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5.6  所感・考察

近年、ヨガは日本でも一般的な健康法の一つに

なりつつある。医療分野においては以前より「高

血圧」や「糖尿病」、「うつ病」、「強迫神経症」をは

じめとしてさまざまな病気への治療法として取り入

れられ（日本ヨーガ療法学会ホームページ参照）、

調査研究がなされている。しかし、虐待ケアへの

取り組みの一環として注目されたことはなく、児童

福祉施設においては「治療レベル」でのヨガは馴染

みはない。ヨガは一般的にはまだストレッチあるい

はストレスケアとしてのリラクゼーションという漠然

としたイメージにとどまっているからではないだろう

か。具体的にヨガと脳の関連、その効果について

を検証したことはなく、トラウマによる脳の影響や

脳の構造自体に馴染みがないことが大きいように

思う。

トラウマセンターでのヨガ導入について注目すべ

きところが三つある。①言語的アプローチでは治

療効果が望めない、つまり前頭葉や大脳辺縁系に

アプローチしても改善されない自律神経系に直接

働きかける点である。②ヨガクラス自体はトラウマ

体験には全く触れず、「安全なヨガ体験」に徹しなが

ら、多くのトラウマケアに対する効果的な戦略が織

り込まれていることである。トラウマを負っている

人たちの心理的・身体的な部分には侵入せずに自

らの力で選択して感じることができるようなプログ

ラムは、まさに「体から自然に癒す」ことに繋がっ

ている。③脳幹にアプローチすることによって起こ

る体感レベルでの体験を言葉に出来るセラピーの

場が確保されていることである。今回の演習では、

体を実際に動かしながらその動きに付随してくる呼

吸、体温、心拍の変動を感じ、まさに体感レベル

の取り組みを経験することが出来た。体の動きに

注目し、感じ、調整することに集中すると自然に自

分の体の中に「感情」が沸き起こっていること気が

つく。この感情を受け止めてもらえる場があること

が身体と心をつなぐ重要な役割をしている。トラウ

マセンターでの治療実践の根底に流れているボトム

アップアプローチと大脳レベルの言語的なアプロー

チを連動させていくシステムはトラウマケアには必

要不可欠なものだと感じた。

ヨガクラスの実践は日本においてもすぐに、かつ

安全に取り入れることができる優れた取り組みで

ある。日本の児童福祉施施設のトラウマ治療の現

状はプレイセラピーあるいはカウンセリングが大半

で言語の世界あるいは遊びを使った表現が主であ

る。しかし、これらのセラピーでは改善できなかっ

た人間の最も根本の部分に、ヨガは非常に簡単

に、優しく働きかけてくれるものと確信した。入所

している子どもだけではなく、トラウマを抱えてい

る多くの入所児の保護者に対しても十分に活用で

きる。この取り組みをまずは実践し、検証すること

で子どもとその家族のケアに繋げたい。

5.7  ヨガに対する団員の印象と感想

（1）印象

（2）感想

・ リラックスしたのか緊張したのか、あまり感じ

たことない感じ。

・ 吸う時より、吐くときに手足の先が温かくなった。

・ 息を吸うときに、新しい空気が入ってきて、新

しいものを取り入れる感じがあった。

体を
伸ばす ストレッチ

リラックス
できる

体と心が
フィット

東洋的

呼吸を
整える

体の姿勢を
直す
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5.8  質疑応答

日本で体験したヨガはスタッフが姿勢を教えてくれながら、動かしながら「だんだん
リラックスしてきます」など、体の姿勢に意味づけをしてくれることがあるが、トラウ
マセンターのヨガクラスはどうですか？

                ヨガに合わないタイプの人はいますか？

                デーブ氏は他にどんな方を対象にしていますか？

                ヨガをするのに適した時間帯がありますか？

しない。「リラックスしてきた」という言葉は性的虐待を受けている最中に加害者から言わ
れた言葉かもしれない。それは、トラウマをフラッシュバックさせることになる。

どうしても合わない人はやめていく。安全でないと感じた人はやめるし、興味を持ったら、
セラピストと導入してみて、安全を感じたら参加する。ここに来る人たちは身体的には問題
はなく、身体障害の人はいない。ただ、帰還兵の中には身体に傷を負ってベットから降りら
れない人も多い。それでもヨガはできる。

傷兵や里親家族、司法リソース研究所（JRI）の治療センターの子どもたち。JRIには、ト
ラウマを受けた子どもたちや精神疾患を持った子ども、知的に遅れがある子どもたちの寄宿
制の治療施設があり、そこでヨガをしている。教えるときは子ども5人に対し、2人の大人が
つく。

子どもはエネルギーが高いため、時間帯はあまり関係ないかもしれない。センターに来る人
たちは服薬している人も多いので薬との関係も考えて、体の感覚を感じられるようにする。
薬が眠気を誘うものだとしたらリラクゼーションによる眠気と一緒になって、少し怖くなる。
そういう時は、声をやや大きくして、語りを多くし、ポーっとならないようにしている。

A1：

A2：

A3：

A4：

Ｑ1：

Ｑ2：

Ｑ3：

Ｑ4：

・ 日本ヨーガ療法学会ホームページ

・ Heal Life’s Traumas

 参考文献・引用文献
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6.1  SMART とは

SMART（スマート）とは、Sensory（感覚）・

Motor（運動）・Art（芸術）・Regulation（調整）・

Treatment（治療）の頭文字を並べた言葉で、感覚

運動や芸術的表現によって感情を調整する治療法

である。SMARTの6つの基礎理論は、トラウマ

理論、児童発達理論、愛着理論、感覚統合、身

体感覚心理治療、芸術と表現セラピーである。

（1）SMART の目標
私たちの身体の中には神経の過度な活性状態

やストレス状況に耐えられる領域が存在する。そ

ういった状況に耐えられる範囲を図1に示す。図

中の上下の直線の内側がコントロール可能な範囲

であり、直線の外側が自分でコントロールできな

い神経の過度な活性状態やストレス状況となる。

自らの神経の活性状態を表す波線が領域を上

方に超えると交感神経が活性状態となり、過度

に興奮した行動が見られるようになる。また逆に

波線が下方の領域を超えると副交感神経が活性

状態となり、表面上は非常に不活発な活動状態

となり、無力感やうつ状態を呈することとなる。

私たちは身体のいたるところから感じられる感

覚を理解するか、解釈することで活性状態の波

が上下するが、トラウマを受けた子どもは体感感

覚などが過覚醒になっているので、少しの刺激

でも興奮状態に陥ったり、落ち込んだり、ストレ

スとして感じてしまう。そのためトラウマを受け

た子どもは活性状態の波が頻繁に上下すること

から、SMARTにおいては、子どもの神経の活

性状態の波をこの枠の範囲に収め、ゆっくりし

た波長に留めておくことを目標としている。

（2）われわれの 7つの感覚

SMART理論においては、通常の視覚・聴覚・

嗅覚・味覚・触覚という五感に加えて二つの感

覚を付け加えている。それは固有感覚とバラン

ス感覚（前庭性、迷路系）である。固有感覚と

は空間における身体の位置を感じ、筋肉や関節

を通した身体の動きから刺激を得る感覚である。

またバランス感覚は、空間における頭の位置を

把握するというものである。トラウマを受けた子

どもはこの二つの感覚が不調になって、目が回っ

たり、いつもお腹が痛かったり、身体異常が起

こる。虐待や放置で一番不調になるのが身体感

覚であり、発達段階に非常に影響する。特に、

発達の初期に虐待を受けると影響は大きくなる。

（3）スマートルームでの試み

スマートルーム（いくつかの道具を使用し、身

体感覚体験を行なうプレイルーム、詳しくは後

述）では、自分から身体感覚を求める行動や自

分から身体感覚を落ち着かせる行動を行う。例

えば、求める行動は頭をぶつける。落ち着かせ

る行動は頭を伏せて隠れてしまうというような行

動である。私たちは自分の感覚を求めて、それ

に満足すると、とても気分が良くなって心が沈静

する。したがってスマートルームでは自分が満足

できる感覚を求める、ということをやらせるので、

25分している子どももいるし、もっと長くやらな

いとその感覚に満足できない子どももいる。

感情の変動は図2のような山のような曲線で

表すことができる。図1で示したような交感神経

6　SMARTによるトラウマを受けた子どもへの介入方法　

＋
交感神経の活性状態

副交感神経の活性状態

Window of Tolerance
ストレスが我慢できる範囲
Window of Tolerance
ストレスが我慢できる範囲０

－

図 1　忍耐の窓（Window of tolerance）
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と副交感神経のバランスでは、上がっていくか

下がっていくかだったが、子どもも最高潮に達す

ると感情の沈静化ができる。トラウマを抱えた

子どもは感覚の体験が、自分がコントロールでき

る範囲の外で最高潮に達してしまう。そこから自

分を沈静する体験がないために、コントロール可

能な範囲の上で止まってしまうのである。ある12

歳の子はボールに乗っている状態でセラピストに

30分以上マッサージをさせた。35分を過ぎたあ

たりで立ち上がり「もういいや」と言って、その時

今まで話せなかった昔の体験を話してきたとの

ことであった。　　

またある8歳のADHD（注意欠陥・多動性障

害）の男児は常に攻撃的で、いつもタイムアウト

ルームに入れられていたが、スマートルームで小

さなトランポリンの上を走るという行為をしたとこ

ろ、彼にとって感情を沈静化させる良い道具に

なった。その後セラピーの時にもトランポリンを

置くようにしたら、興奮するとトランポリンの上で

走るようになった。そして学校の教室でもトラン

ポリンを置くようにすると、やはり興奮するとトラ

ンポリンの上で走った。その間も先生の話は聞い

ているので勉強ができるようになり、拘束の必

要もなくなり、入院の必要もなくなったという事

例があるとのことであった。

またスマートルームにおいては、セラピストは

クライアントがさまざまな道具を使うことで得る

体験をどのように認識しているのかを広げたり、

深めたりできるような言葉で話しかけなければな

らないため、次のような言葉を用いる。

図 2　感覚の変動 

ピークに達した状態

身体感覚を
求めている状態

感覚欲求を充分に
満たし、身体感覚が
落ち着いた状態   
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（4）二つの調整形態

感覚の調整、興奮状態の調整には二つの形

態がある。一つは人間関係を通して波長を合わ

せてくれる養育者を通しての調整方法で、例え

ば赤ちゃんが母親に調整してもらうようなことで

ある。これはまわりに人がいないと調整ができな

いが、そういう養育者がいなかった子どもにはセ

ラピストが調整をしてあげることが大切になる。

もう一つは自己調整である。これができると協

調性を取り入れて自分の中で調整できるように

なる。解離症状というのがあるが、子どもがふと

そっぽを向いたりするのも解離症状であり、そ

れは自己調整を始めた証拠でもある。

（5）調整に大切な「タッチ」（スキンシップ）

SMARTでは技法のひとつとしてしばしば

「タッチ」と呼ばれるスキンシップを行う。子ども

に対するタッチは非常に大切だが難しさもある。

気持ちを沈静化させたり、安心できる場を作った

り、安全を感じさせたり、身体の感覚を感じさせ

たりなど子どもがしてほしいことのサインがタッチ

でわかる。しかし、タッチが子どもの気持ちを興

奮させる引き金になってしまうこともある。虐待

を受けた子どもは、身体に対するタッチが引き金

になって興奮がコントロール可能な範囲を超えて

しまうことがある。従ってセラピストはどういうタッ

チが引き金になるのかを意識しなければいけない。

セラピストが使う言葉の例

時にあなたの体の中に何を見つけましたか？
ボールに座る

 板をまわした

  バランスを取ろうとした

①

どのように感じたか描写してください。
腕や脚に

 胸やお腹に

  頭に

②

が快感でしたか、不快でしたか？
ぐるぐる回った

 深い圧力

  クッション

③

それはどんなことを言っているのでしょうか？④

どのようにそれを感じ取りましたか？
 あなたの筋肉のどこが締まったり、緩んだりしていますか？
   あなたの呼吸が速くなったり、遅くなったり、また心拍が変わりましたか？

⑥

あなたのからだの声を聞いて、もう少し多い、または少ない圧力（回転）が良いですか？⑦
ちょうど良いというからだのメッセージを聞いてください。⑧
それをあなたの体はどのようにあなたに伝えましたか？⑨

があなたを鎮めますか、刺激しますか？
回ること

 深い圧力　

  クッション

⑤
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（6）芸術と表現セラピー

絵画や表現セラピーはイメージを作ることで自

分の感覚をコントロールすることができる。イメー

ジは絵にして見るだけではなく、紙や絵の具やそ

の他の材料に触れたり、描いている時や作って

いる時の手から伝わる色々な感覚なども入ってい

るのでSMARTルームでは一つひとつの道具で、

どんな考えやイメージが浮かんでくるかを考える。

そういうイメージが頭に入っているだけではなく、

芸術作品にすることで身体の外に出すことがで

きるので、それを大切にしてもいいし、破ったり、

壊したりして捨ててもよい。これは感情を自分で

コントロールすることになるので、自分の外に表

現するというのはとても重要なことなのである。

現在養子縁組をしている8歳の子どもは粘土

で家を作った。それは安全な家で、自分と母親

はトカゲで、2匹一緒に住んでいるという設定

である。その家をセラピストが持って安全を確

保するというような象徴的なやり方で気持ちを

安定させていた。しかし、時々、自分の象徴で

あるトカゲを自分で殺してしまい、セラピストと

一緒に生き返らせるという行動を取った。また、

それらを家に持ち帰り、母親がトカゲを大切に

してくれるという象徴的なやり方も用いている。

ここのでの目標は芸術表現を通して、安全感や

技術の習得を促進するということであり、逆に

トラウマを思い起こさせるような引き金にならな

いように用いることが重要である。

6.2  SMARTチームからセラピーの導入に

       あたっての助言

「このセラピーを導入するには、まずは自分が体

験することが重要である。自分で体験した感覚を

もとに、日本のあなた達の現場でどのように活用で

きるかを考えてみてほしい。

私たちの使命は、虐待や放置を受け、トラウマ

を抱えてしまった子どもの治療である。敏感に変

動する神経の活性化や感情の状態を自分の力で調

整できることを目的としている。トラウマを受けた

子どもの一番の問題は、身体の中にある感情を自

分で調整できないことである。自分の感情や身体

感覚を調整できなくなると、他人との人間関係が

取れなくなる。そうすると、うつになり、動機が無

くなり、引っ込み思案・無気力になってしまう。ま

たは、イライラしていつも攻撃的な状態になってし

まう。どちらにしてもまわりの人との人間関係が取

れなくなって、学校でも勉強ができなくなってしま

うのである。何かを感じても、その感情がどんなも

のか分からない。そして、その感情でどのように行

動すればよいのかも分からない。または、行動し

てしまうが何をしたのかも分からなくなってしまう。

臨床的に『解離症状』という名前があるが、こうし

た子どもにとっては生きること自体が非常に大変な

ことなのである。

バンデコーク博士が1994年に発表した論文に、

『私たちの身体はスコアカードを持っていて、重要

な体験をいつまでも身体は覚えている』という画期

的な言葉があるが、トラウマを受けた人をビデオに

撮って、緊張ホルモンの度合いやその人たちの動

きを見ると、体がトラウマを受けたことをずっと覚

えていることが分かる。トラウマは体の中にずっと

住み続けているのである。身体に注目しないとトラ

ウマから解放されることができない。その人が語る

物語に注目することも大切だが、その人の体に残っ

ているトラウマに注目しないと、絶対に良くはなら

ないのである。

私たちは臨床心理士だが、子どもを治療するた

めに作業療法の道具を活用して治療を深めている。

道具はSMARTルームに置いてあり、ここにセラ

ピーに来る子どもは、これを見ると興味を持って喜

ぶ。『面白そう』という感情が出てくるのである。も

ともと子どもというのは楽しく遊びまわるのが本来

の姿であり、私たちはその子ども本来の行動を用

いてセラピーすることを考えた。それから、体だけ

でなく、感情をアートで表現するということを行って

 【事 例】
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いる。これらによって自分の体の興奮状態、感情

の興奮状態、頭の興奮状態に自分で気が付くこと

ができるようになってくる。子どもにとって、セラピー

が楽しいものでないと来なくなるので、子ども自身

が楽しいと思えるものを取り入れてセラピーを行っ

ているのである。」

6.3  SMARTルームでの実際の映像（事例）

       を見て

実際のSMARTルームでの事例映像を拝見させ

ていただいたが、セラピストが子どもの要求に応

じ、子どもが主導している姿がよく分かった。ボー

ルや布団など（※体験演習に記載）のアイテムを使

うが、子どもが自由に遊ぶ行動の中で、叩くリズム

や動きに対しセラピストが同じリズムや行動で波長

を合わせていた。事例を紹介いただいたが、そこ

に出てきた子どもは非常に長い虐待の歴史があり

現在は精神病院に入院している状態で、通常のセ

ラピーでは全く落ち着かなかったが、SMARTルー

ムで対応したところ、さまざまなアイテムを使って落

ち着いてきているとのことであった。

子どもが「もっと～して」と自分自身の意思で要

求してきたことに対し、セラピストが応えてあげるこ

とで子どもがセラピーを主導していることになる。

トラウマを抱えた子どもは非常に無力感を感じてい

るが、ここでは自分で命令し主導しているので、子

ども自身が今までに感じたことのない有能感を感

じるのである。

6.4  SMARTルームの体験デモンストレーション

最初にバランスボール＊を使った疑似体験を行っ

た。セラピストの導きで上に乗ったが、バランスを

取るのが非常に難しく、身体全体に力が入って緊

張した状態を続けなければならなかった。その間

もセラピストに今の自分の気持ちや身体の状態が

どのようになっているのかを聞かれたが、それに答

えることで自分の置かれている状態を客観視して

見られたような気もする。その後セラピストが手を

差し伸べてくれたので、片手でその手をつかんだと

ころ、それだけで一気に全身の力が抜けて安定し

た状態になった。ここで安心という感覚を得たが、

同時にトラウマを抱えた子どもたちはいつもこのよ

うな状態であり、安心・安全を感じさせるためには、

私たちがしっかりと手を差し伸べてあげることが必

要だと感じた。

身体と密着させてバランス感覚のトレーニン

グを行うためのボール。1963年にイタリアで開

発され、その後スイスでリハビリテーションのた

めの医療器具として使用されはじめたが、現在

はエクササイズボールとしての認知度の方が高

い。心理士のセラピーにも多く取り入れられて

おり、運動機能を高める効果、蹴る、投げるな

どによるストレス発散効果、触ることによる知

覚感覚を高める効果があると言われている。

【講師からの助言】

「虐待を受けトラウマを抱えた子どもはいつも

一人ぼっちだった。誰も手を伸ばして支えてくれ

なかったので、非情なまでの緊張感の中で生き

ていた。誰かが手を差し伸べて支えてくれたこ

とが新しい体験になり、新しい体験（経験）とは、

自分を守ってくれる養育者がいるという体験と、

自分の緊張が解けるという二つの体験である。

この体験がトラウマ治療には必要なのである。」

＊バランスボール
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6.5  体験演習

（1）芸術表現の体験

①フィンガーペインティング＊

 　日本で私たちが通常行うものと同じもの

だったが、この体験が快感かそうでないかな

ど、自分の感情を確かめながら行った。また、

フィンガーペインティング専用の絵の具と用紙

であったため、よりダイレクトに感覚が入りや

すい素材だった。もちろん、どう感じるかは自

由なので、これを怖い、気持ち悪いと感じる

子には無理にやらせないとのこと。この演習

では、とても柔らかな材料を使い、全く拘束

や規則のない状態で行うことで、より原始的

な衝動に行きつくことを目的としている。虐待

により感情が閉ざされて、外の世界と交際で

きないような子どもにとって自由に表現できる

描画法である。これでも表現できない子ども

には、絵の具の中にアロマオイルなどを入れて

匂いをつけ、もう少し感覚を刺激する工夫もす

るとのことであった。　

自由な表現を最も可能にする指先を用いた描

画法である。筆やペンなどの筆記用具を用いず

に、絵の具を用いて、直接手のひらや指先で絵

を描くことで自由で豊かな心の内面を表現する

ことができる。

②壁に貼り付けてある大きな模造紙に自由に絵

を描く

 　自分の身体と同じくらいの大きさの模造紙

に初めは色鉛筆を使って自由に絵を描いた。

ここでも、セラピストから「何を考え、何を感じ、

どんな感覚があったのか？」、「手足の感覚はど

うか？フィンガーとの違いはどんな感じか？」な

どの問いかけがあり、自分の状態を感じるこ

とができた。この後、色鉛筆をパステルに換

えて行ったが、全く違う感覚が得られた。色

鉛筆では力を入れても線が細く薄いので自然

と力が入ってしまったが、線が太く滑らかに書

けるパステルに換えたとたん、力をかけずにス

ムーズに描くことができた。子どもによっては

大きな模造紙が怖くて、ノートと色鉛筆がい

いと言う子どももいるそうだ。セラピストたち

はこうやって、一人ひとりにいろいろな道具を使

いながら、何が子どもの気持ちを静めるのか、

高揚させるの

か、何が問

題行動の引

き金になるの

かを調べて

いるとのこと

だった。そし

て、心理士

たちはこれを

アセスメント

に使っている

とのことである。

③箱に自分の好きな物を指定の数だけ入れて、

題名をつける

 　このアクティビティは①～③の活動の中で最

もセラピストの指示が含まれたアクティビティで

あった。①や②は身体や筋肉、関節を探索す

る原始的な活動だったが、このアクティビティ

は組織立っていて具体的な例を考えながら行っ

た。一つの箱に3つのカテゴリーの中からそれ

ぞれ一つずつ日本に持って帰りたい素材を入

れる。入らないものは切ったり折って入れる。

そして箱の上に何をイメージして入れたかを言

＊フィンガーペインティング
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葉で書く。一つひとつ指示や例に従い行った。

その後、セラピストより「先ほどまでのように

ほとんど指示のない時と、今のように指示を

与えられ、考えながらやった時、どちらが普

段の仕事に近いですか？」と聞かれ、それぞ

れが自分自身の普段の仕事の時の感覚、あ

るいは子どもとのかかわりについて振り返った。

  【講師からの助言】

「交感神経的に興奮度が高い子どもには、初

めから③は実施しない。子どもに合わせたペー

スが大切であるため、時間をかけて徐々に移っ

ていく。アートは個人的なものなので、作るもの

一つひとつを大切にしなければいけない。今ま

ではクライアントとセラピストの二者関係だった

が、アートセラピーを加えることで、三者関係と

いう新しい形になった。セラピストが役割モデ

ルになって、尊敬してクライアントに対処するの

と同じようにアートワークにも対処すると、それ

がクライアントにとってのワークになってくる。こ

うしたことを始める前に、クライアントには選択

肢があり、自分がこれをどう使うのか、しまうの

かそれとも壊すのかを選択することができる。

子どもたちは必ずトラウマのイメージを出してくる

ので、それをどういうふうにしまうのか、大切に

するのか、もしくは壊すのかを私たちは扱って

いくのである。いつもはみんなで見せ合って、

話し合って、それがどのような経験や象徴であ

るのかを話し合っている。」

（2）SMART ルームでの身体感覚体験　　　

SMARTルーム内にあるアイテムの紹介

①おもりの入った掛け布団
 （Weighted blankets）

②回転板
（Spinning board）

③腕のない筒状の服、身体
    のソックス（Body socks）

④平均台
（Balance beam）

⑤平均板
（Balance board）

⑥物理療法ボール
 （Physio balls）
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前記のようなさまざまなアイテムを使用し、二人

組になり、片方がセラピスト役、片方がクライアン

ト役となりセラピストの言葉のかけ方や、アイテム

を使っての身体感覚体験を学んだ。前述したよう

に、子どもは満足感を味わうと気持ちが落ち着き

興奮が鎮まることがあるが、実際いくつかのアイテ

ムで満足感を得ると、力が抜けて、スッキリとした

感覚になった。セラピーを受けている子どもたちは

こうした感覚を得ているのかなと、子どもの目線で

感じられたことは今後子どもとかかわる上で非常に

ためになった。

【講師からの助言】

「気持ちや感覚がどう変わったかを聞くことが

大切である。質問をして子どもたちに考えてもら

う。頭に残っているトラウマの感覚を聞くことで、

それからだんだん離れられるようになる。まずは

考えさせること。そして、考える過程が大切にな

る。部屋を作って隠れる子やボールを投げまくる

子もいるが、一律に同じ対応ではなく、それぞ

れにあった対応を考えることが重要である。」

質疑応答・所感

団員：  感覚を刺激されると退行する感じがしました。自分でコントロールしている部分が外れる感じ
でした。

団員：  子どもの目線になって感じられた。いつも、子どもが満足するまで体験させてあげられていな
いと感じました。満足させると気持ちも落ち着かせることができると実感しました。

団員：  SMARTルームで「おもりの入った掛け布団」で布団をかけてもらったら、普段は甘えること
が苦手な自分でも、素直に表現できたのでストレスが取れた感じがした。

講師： 今のコントロールしていない自分を、担当している子どもたちにどのように持って帰ったらよいで
しょうか？仕事にどう活かしたらよいでしょうか？

団員： 子どもと波長を合わせる時に、自分が開放されることで、波長合わせをリードしてあげられるのか
もしれない。

講師： 大切なことは、子どもをリードしていっても、子どもが安全な窓の中にいられることです。

講師： 満腹感ですね。たくさん楽しんでお腹いっぱいという感覚が大切です。あなたは、ボードに乗った
時にものすごい勢いで回っていましたが、それはあなたにとってちょうど良かったということ。だ
からセラピストは止めることはしません。自分も体験してみないとわからない。体験していないと
危険を感じて止めてしまうのです。そうではなくで、子どもが満足するまで体験させて完了しなけ
ればならない。あくまで子どもにとって心地よければいいのです。

講師： トラウマを受けた子どもたちの中には、人にお願いできない子どももいる。誰かにしてもらえる、
応えてもらえることはとても新鮮な体験になります。
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6.6  所感
この講義と演習で一番考えさせられたことは、

自分は日々の生活支援の中で、子どもたちに十分

な満足感を与えられているのだろうかという自分自

身への問いかけだった。ただ、日頃の直接処遇職

員の働きを見ていても、日常の中での何気ないか

かわり、例えば野球やサッカーなどのスポーツ、粘

土・砂場遊び、プラレールやレゴブロック、土いじ

りや植物の栽培、水遊びなどなど、考えれば日頃

のかかわりの中で、子どもたちが自分で考えたり、

原始的な衝動で動いたり、時にはアドバイスして考

えさせたり、職員も無意識のうちに実践できてい

ることも多々あると感じた。今回の研修でこれらの

働きが重要であるとの裏付けができたように思う。

裏付けができたからには、今まで同様ただ遊ぶだ

けではなく、そのかかわりの先にあるもの、そのか

かわりの中で出した子どもの行動の意味などをもっ

としっかりととらえていかなければならない。それ

と同時に、やはり心理士によるセラピーも重要であ

る。今回の研修で得た一番の内容は、セラピーさ

れる感覚やプレイルームでの満足感というものだっ

た。特に複合的虐待によりトラウマを抱えた子ども

は通常の遊びの中では得られない満足感を心理士

とのかかわりの中で得られるのではないだろうか。

心理士の専門性が活かされるためには日々現場で

かかわる直接処遇職員（担当職員）と子どもとの関

係性が重要になってくる。同じ子どもにかかわる者

として、チームとして職員間で協力し合うことが大

切だと感じる。われわれもこのSMARTチームに

負けないチームを築いていきたい。

団員：  絵を描いた際、素材が色鉛筆からパステルに変わったことで、大胆に描けた。どちらも人物像
を書いてしまったが何かあるのでしょうか？

団員：  私も施設で同じようなペインティングをしますが、身体の感覚について聞いたことがないの
で、今後は聞いてみたいと思います。子どもたちが描いた絵に対して象徴解釈をしますか？

講師： セラピストが意味づけをするのではなく、どうしてそれが大切なのか、必要なのかを探索するのが
セラピーです。これはあなたの象徴であって、わたしの象徴ではないのですから。例えば、色鉛筆
の時にどういうふうに身体が反応したのか、パステルの時になぜ大胆になって英雄を描けたのか。
絵には意味があり、それが絵の言葉です。

講師： 私は自筆が下手なので、ペンや鉛筆の時は緊張するけれど、パステルを持つと気持ちが楽になり状
態が変わってきます。それには自分で気づいています。子どもによっては鉛筆だけほしがったり、
大胆なところだと不安になるから小さなノートがいいと言う子どももいます。こうした時は子ども
にとって安全なものからはじめることが大切です。

講師： 発達段階における絵の発達は知識として持ちますが、絵の分析はしません。絵をあくまで象徴とし
て扱います。アセスメントの時に何を描くかとか、紙の大きさを考えることはありますが、セラピー
の時は絵の意味づけに徹します。アートは表現、言葉であって、こちらから言葉をあげてしまうと、
クライアントは自由に絵に意味づけできなくなります。それに、経験からこうじゃないかと思って
聞いても、違っていることが多いですしね。

団員：  SMARTルームでの体験で開放された感覚がした後に、絵を描いたので、より落ち着いた感覚
が得られたように感じた。

講師： 私たちはSMARTルームでのかかわりと芸術表現を一緒に行うことで、補い合うことができている
と確信しています。
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7.1  セッションの概要

（1）講師紹介・セッション概要

講師はトラウマセンターのディレクターである

ジョセフ氏（男性セラピスト）とイリア氏（女性セ

ラピスト）だった。

研修場所は、トラウマセンターから徒歩5分程

度の野球場やテニスコートがある公園の野球場

にてセッションを行った。

今回の研修では団員を10代の子どもに見立

て、セラピストが一緒になって団員とセラピーを

行った。今回のセッションではセラピーの一つひ

とつに関しての討論はせず、各自でセラピーがど

のような子どもやグループに有効か考えながら活

動してほしいとのことであった。

（2）基本アプローチ

トラウマを受けた子どもの脳幹の正常な機能を

再生し、『感じる脳』である扁桃体の興奮を鎮め、

『考える脳』の働きを取り戻すこと。これは「ボ

トム・アップ・アプローチ（下位の脳から上位の脳

を癒す方法）」と呼ばれている。このアプローチの

目標はトラウマに対する身体反応に重点を置き、

トラウマの記憶を思い起こしてその出来事に対峙

し、それに立ち向かうことである。講師は「生命

の川をせき止めていたトラウマという岩石をとり除

いて川の流れを正常に戻すこと」と表現していた。

（3）セッションの流れ

セッションはトラウマを受けた子どもへの働きか

けを三段階に分けて捉えており、トラウマを受け

た子どもの脳の働きと関連付けて以下に述べる。

7　トラウマを受けた子どもへ治療の一環として集団で行う演劇セラピー　

第一段階

第二段階

第三段階

子どもが互いを信頼してうちとけていく段階
（子どもに集団が安全であることを伝える導入段階）

自分の興奮度をコントロールしながら、前頭葉を活性化させる段階
（トラウマを受けた子どもは思考や理解を司る『考える脳』の前頭葉の働きが
不調になっており、その働きを回復させる）

複数で集まって自分の経験したトラウマを話し、みんながそれに共感
して安全な場所で語れるという段階
（トラウマ的出来事にあい脳幹の不調が起きており、そこから生じる身体反応を
正しく終結させトラウマを過去のものとして整理する）
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7.2  セッションの実際と体験　第一段階

（1）子どもがお互いを信頼してうちとけていくための演習。

演習とそのルール セラピストの働きかけ・活動 団員の感想

（1）ネームゲーム
①団員が演じる動物を当てる。
②他の団員が演じた動物を演じ
る。
③ノリの良い音楽に合わせ動きを
順々に付けていく。
④③と基本は同じだが、ランダムに
動きを変化させる。

　セラピストが大げさに実演する
ことで、参加者は気持ちが楽になり
演じる楽しさに引き込まれていく。
活動で子どもの緊張が解けて高揚
した気持ちになると、深呼吸して気
持ちを静めて次の活動に臨む（気
持ちを静めるのに深呼吸は有効）。

　子ども役の私たちの気持ちを乗せ
ることが非常にうまく緊張が解けて
いった。打ち解けるために言葉では
なく、体の動きを用いることは有効
だったと感じた。演じるまでは体の緊
張を意識したが、演じた後は力が抜
けリラックスした感情を得られた。

（2）演習：安全な港
　　（イルカを助けるゲーム）
　港に迷い込んだイルカを、障害
物やイルカの救出を邪魔するアザ
ラシを避け、団員が2人組になり協
力して救出する。2人組になり「目
は見えないが泳げる」人と、「目は
見えるが泳げない人」という設定
で行う。7m四方の範囲に区切った
場所を海の範囲として、目は見え
ないが泳げる人役（アイマスク着
用）は海に、目は見えるが泳げない
人役は港の範囲にいる。2人はお
互いに協力して、イルカに見立て
たボールを拾い相手の元へ持って
いく。

　子どもはトラウマや失敗体験が
多く、信頼することの成功体験を積
ませることが目的であるため競わ
せたりしない。
　子どもには信頼することを覚え
て欲しいという狙いがあり、邪魔
するアザラシ役は子どもにはさせ
ない。
　2人は協力してアザラシの邪魔
をうまくかわして、イルカに見立て
たボールを救出していく。目が見え
なくて戸惑っている人に関しても、
港から「あせらないで大丈夫」など
の声がけで、安心感を与えていた。

　海には障害物も散らばっており、
指示する側もされる側も他の組との
距離が近く混乱しやすい。指示され
る側は注意深く指示を聞かなければ
ならず、指示する側は内容も細かい
動きを要求するものになった。指示
する側が具体的な指示を出すこと
で、指示される側の動きはスムーズ
になり恐怖感は軽減されている様子
がうかがえた。
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（2）自分の興奮度をコントロールしながら、前頭葉を活性化させる段階

演習とそのルール セラピストの働きかけ・活動 団員の感想

（3）演習：ヘリウムゲーム
　4人一組になり各自の両手の人
さし指で、一本の棒を8本の指がそ
れぞれ触れるように支える。4人が
息を合わせて8本の指が棒に振れ
た状態で、腰の高さにある棒を地
面まで降ろす。うまくいかない場
合、各自片方の指（4本の指）で棒
を支えることから始める。

　トラウマを受けた子どもは自分
の感情の調整がうまく行えないの
で遊びを通して少しずつウォーム
アップする。各人の息を合わせるこ
とで呼吸は整い、気持ちは落ち着
いていく。そのためには、「気持ち
を鎮めるチームワークを養う」「呼
吸を整える集中力」が必要である。
息を吸う時に指が上がってしまい、
4人の呼吸を合わせなければ棒を
下げることができない。棒に指が
触れていないといけないので、離
れると指を上に上げようとするが、
そうすると余計に棒に触れてしま
い、結果として棒を上げて、他の人
の指が棒から離れてしまう。

　呼吸を合わせることが難しかった。
指が棒に触れなくなれば、基本的に
は下りてくるまで待てば良いことに
気付くまで、「指に棒が触れてなけれ
ば！」と躍起になってしまった。指が棒
に振れた状態になければいけないと
焦り、棒に触れようとすればするほ
ど、棒を押し上げてチームの和を乱
すことになった。
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7.3  セッションの実際と体験　第二段階

　自分の興奮度をコントロールしながら、前頭葉を活性化させる。

演習とそのルール セラピストの働きかけ・活動 団員の感想

（1）演習：歩きながら感情を出す。
①普通に歩く。
②悲しい気持ちで歩く。
③強い人の気持ちで歩く。
④ふざけた気持ちで歩く。
⑤深呼吸し脱力して歩く。
⑥驚かされた様子で歩く。
⑦誇りを持って歩く。
※10m程の距離を講師の指示し
た気持ちを表現しながら歩く（セ
ラピストも団員も一緒に歩く）。
自分の興奮度のコントロールを
行う。

　歩いている時に自分がどのよう
な感情を抱くかを感じ、自分がやり
たくないと感じたことに関しては参
加しないで見学しても良い。自分
の中に起きた感情に気づき、表現
しやすい感情と苦手な感情がある
ことを知ることが大切。仲が良いグ
ループであれば今回のように全員
ではなく、個人や2人組で歩くこと
も可能。　　
　大げさに講師が感情表現を行う
ことで、子ども役である団員は感情
を表現しやすくなる。

　短い距離ではあるがそれぞれの
感情に合わせて、体で表現すると気
持ちに変化が生じる。自然と体が表
現する感情に、自分の感情が引き込
まれていった。

（2）演習：バブリバッバッバ
　　（前頭葉を活性化するゲーム）
①団員の円の中に講師が入り、棒
で差して「バブリバッバッバ」と言
う。差された人は講師が言い終
わる前に、「バ」と言わなければ
いけない。
②①に「バ」とだけ言うパターンを
追加。差された人は何も言って
はいけない。
③「ハウス」と言うパターンを追
加。差された人は「カモン！カモ
ン！カモン！」とすぐに3回唱え、両
隣の人は両手で差された人の上
に屋根を作る。
④「バイキング」と言うパターンを
追加。差された人は頭に手で角
を作り「パパッパパー」と言い、両
隣の人はパドルで船をこぐジェ
スチャーをする。
⑤「ジェロ（ゼリー）」と言うパター
ンを追加。差された人は腰を振
りプルプルとした様子を表し、両
隣の人は腰の辺りに輪を作るジ
ェスチャーをする。

　ゲームでは思考や理性を司る司
令塔の役割をはたす前頭葉に小さ
なストレスを与え克服させている。
トラウマがある子どもは前頭葉の
機能が衰えているため、ゲームに
織り込まれた問題解決を通じてそ
の機能を活性化させ、再生につな
げている。
　講師からは「ストレスがいつも悪
いということではない。例えば結婚
式前や賞をもらう時、適度な緊張
感はよいストレスです」。「セラピス
トの役割は『ストレスの科学者』で
す。インフルエンザの時に免疫の
注射をするのと同様に、ちょっとし
たストレスの克服を通じトラウマに
対する弾力を養うことができる」と
のこと。
　団員の円の中に講師が入り、団
員の顔を見ながら緊張感を持たせ
ていた。徐々に難易度が上がると
ともに、自分のだけに意識を向ける
のではなく、自分の周りの人にも意
識を向ける必要がでてくる。

　この活動は段階が上がるにつれ、
自分だけではなく周りにも注意を払
う必要が出てきた。「講師が自分を差
さないか」「何と言ったのか」「自分の
隣の人が差されないか」など、常に集
中していなければならなかったが、セ
ラピストの間の取り方や差す人のバ
ランスの良さなど、緊張感を上手に
持たせていたと感じた。
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7.4  セッションの実際と体験　第三段階

集団になって自分の体験したトラウマを話して、

みんながそれに共感して安全な場所で語りトラウマ

の体験を処理する。

演習：ペン教授の氷の城（「氷おに」と「だるま

さんが転んだ」が組み合わされたような

活動）

目　的

セッションの目的は虐待の加害者を倒し、子ど

もたちが自らの持っている力を取り戻すことであ

る。ここに出てくるペン教授は子どもを傷つける

人で、トラウマを持つ子どもが一緒に協力してペ

ン教授を倒すことで目的を達成しようとするゲー

ムである。

実施方法

今回はペン教授役をジョセフ、氷の女王をイリ

アが、子どもたちの役を団員が行った。まずペ

ン教授から物語の教示がある。

「ある日、森の中でとてもかわいい何も傷つい

たことのない子どもが遊んでいました。とても悪

い教授と女王様がその子どもたちを見つけて、

無垢さをとってしまいたいと思っています（無垢

さを取るのは虐待をすることを象徴）。この子ど

もたちの無垢さを取ってしまいたいと、子どもた

ちを氷の城に閉じ込めました。

ペン教授と女王様は、氷で作られているため、

子どもたちが暖かい手で触ると溶けてしまいま

す。そしてお城の中におかれているたくさんのプ

レートのなかから教授と女王様は、1つだけ×を

つけておいた無垢さの象徴のプレートを探しま

す。そのプレートをとられる前に彼らを溶かすか、

彼らがそのプレートを見つけても、氷の城から出

る前に彼らに触れてを溶かして下さい。

ちなみに子どもは教授・女王様に動いている

のを見つかると、棒でさされて氷にされます。氷

にされた子どもたちは氷にされていない子どもに

触れられれば、氷が解けて動けるようになりま

す。子どもたちは教授に動いている姿を見せない

ように2人に触れてやっつけて下さい。」

     ●補足：

 　この活動の導入は上記の物語から始まる。

講師からは「あなたたちが教授になったら、本

当は子どもたちをケアしている人たちであって

本当の自分ではないことを伝えなければなら

ない。これを児童養護施設で行うと、一番パ

ワフルなゲームでみんなが教授をやっつけよう

とします。」という説明があった。

 　子どもは無垢さを盗むということの意味を、

象徴的な言葉であると分かる（虐待だと言わ

なくても分かる）。この物語は10代の子ども

のためのもので、少し怖い話になっているため

10歳以下についてはもう少し怖くない別の話

がある。

 　子どもが閉じ込められる氷の城は、野球場

の内野部分の30m四方の範囲で活動中に子

どもはその範囲から出てはいけない。子どもの

「無垢さ」は、20枚程度の紙皿を用意し、そ

の中に×印が付いたものを一枚用意する。他

に印の付いていない紙皿と混ぜて、氷の城の

範囲に下向きにして置き、どこに「無垢さ（×

のついた皿）」があるのかわからないようにバ

ラバラにグランドに配置する。その準備が終

わった後で教授と女王様を呼び、子どもが動

いていない状態からゲームをスタートする。

　

活　動

ゲームがスタートすると全く動かない団員、動

いて氷にされたままの団員、氷にされるのと助け

られるのを繰り返す団員もいた。教授と女王様

の2人が団員を氷にするので、通常の氷おにやだ

るまさんが転んだよりは動きにくさを感じた。教

授も女王様も紙皿をひっくり返すために目を離す
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ことはあるのだが、教授と女王様のポジションが

良く隙が出来ない。ゲーム開始後、女王様は5

分程の時間、教授が10分程で溶かされてゲーム

が終了した。

演習後の解説

今回、団員にはゲームの持つ意味づけを説明

し、細かい紹介をしたが実際子どもと行う際はこ

のような紹介はしない。トラウマを持つ子どもは

説明がなくても、このゲームがどういうことか、

また教授が加害者であり、子どもが自分であるこ

とが理解できるからである。以下に講師から説明

のあった注意点をいくつか記載する。

 ・ 複合的なトラウマを受けた子どもはグループで

の活動を行うのは難しい。まずは個別のセラ

ピーの中で十分な治療をした上でグループで

の活動をする方がよい。

 ・ このグループというのはお互いにトラウマを

持ったことがあるということだけはみんなが共

有できていて、お互いが自然にサポートして支

援するものを作るので非常によい。

 ・ ゲームでは自分一人ではなく、グループで恐怖

を克服することで非常にセラピーが進む。この

ゲームについてトラウマを癒すゲームと前もっ

て言わなくても、子どもはこのゲームを通して

トラウマをぬぐうことができ効果的である。

 ・ このゲームは子ども側にきちんとトラウマと向

き合えるような心の準備ができていることが大

切である。他のゲームは準備ができていなくて

もできるものもある。

 ・ 部屋の大きさと人数によってスタッフは3人と

いうこともある。教授をやりたいという子ども

もいるが、子どもたちには協力することを学ば

せるために、また特に子どもたちの中で加害

者になりやすい子は教授になりたがる傾向が

あるのでスタッフが教授をする。

 ・ 注意を引こうとして途中で遊びを変える子ども

たちは、別のところに移動して注目を得られな

いようにして、次の週のセラピーには入れさせ

ない。

 ・ ゲームが引き金になってトラウマを思い出した

ということであれば、「なぜその子がそういう行

動をするのか」ということを知る努力をする。

 ・ もし引き金によって気持ちを乱す子どもがいた

ら、スタッフが一人、その子についてフォロー

する。そのためグループをフォローするときは

子どもの動きを見逃すことなくフォローできる

ように、複数（3人）のセラピストで行う。

講師からの質問

Q：「氷にされた人を助けて強い気持ちを持っ

た人はいましたか？

A：「はい」

団員からの質問

Q：「氷にされたり、何もすることができなかっ

た子どもの無力感はありませんか？」

A：「無力感を感じます。トラウマを受けた子

どもってそういうふうに感じるんだよね。

しかし何回もすることによって弾力性がで

きる」

Q：「調和を乱そうとする子どもに対しては？」

A：「そういう子どもたちに対しては何か役割を

あげる。例えばウインクをして存在を認め

てあげるなど。また、このボールで遊びな

さいと言って、ストレスを軽減することに役

立つ玩具を渡す工夫をする」

所　感

それぞれの人の思いが分かる活動で、他の人

が教授や女王様を溶かすのを待つ人、教授や女

王様を倒しに行く人、無垢さの象徴を守ろうとす

る人などであった。　　

周りに注意を払うこと、教授を溶かしに行きた

い・周りの団員を助けたいなどの衝動を抑えるこ

となど複数の事を同時に考える必要があった。
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その中で、たとえ氷にされて動けないままでも、

誰かが助けてくれるという体験をすることは大き

いことだと感じた。主体的ではないながらも待つ

ことや耐えることで、自分もそれに参加し克服す

るプロセスに参加する経験を共有できた。

7.5  セッションの実際と体験

      トラウマの体験を処理

演習：リバーストーン

説　明

最後のセッションの目的は、トラウマの力をこ

れからの力に変えていくことである。トラウマを

受けた経験は嫌なことだが、それによって強くな

ることがあるというように意識を変革していく。

団員が好きな石にペンで「何を学んだのか？」

「何が面白いと思ったのか？」「何を日本に持って

帰るのか？」を書く。それをトラウマセンターに置

いていく代わりに、トラウマセンターのスタッフが

描いた石を団員がいただく。書く内容について

は日本語でも絵でも象徴的なものでもよい。

講師から「団員は円座になり順番に書いた内

容について発表してもらいます。言葉を書いた石

を持って、『トラウマは私の先生です。トラウマは

私に（学んだ内容）を教えてくれました』と発表し

て下さい。」「そして石を円座の真ん中に置いたか

ごに入れていって下さい。」と指示があった。

活　動

「トラウマは私の先生です。私は…（以下、団

員の書いた言葉）を教えてもらいました。」

愛着の大切さ／再生すること／親子の絆を信

じること／リズム／癒すことの大切さとそこから

生まれるパワー／すべてが興味深かった／大き

な山に登るように、研修で学んだ事を深く学ぶ

こと／すべては脳に続いています。／すばらしい

仲間とボストンの皆さんを結び付けてくれました

／子どもの気持ち個性を大切にして向き合うこと

／強い意志を持つこと／調和すること／それを

解くカギは脳にある／最初に愛を持って、最後に

も愛を持って／あたたかい環境と包み込む光が

あれば子どもが変化する可能性がある／笑顔で

向き合うこと／　　

所　感

トラウマの研修で自分が学んだことを石に書く

ことにより、自分が何に興味を持ち感じたのか

が分かる。参加者には、研修で学んだことに象

徴的な言葉付けることで、研修で学んだことに

名前が付くことで整理をさせる意味がある。同じ

研修を受けたにもかかわらず、何をこの研修で

学んだかはそれぞれで違いがあった。子どもも同

じようなトラウマ体験をしても、それにどのよう

な意味付けをするかに違いがあるのと同様と思

われる。

　 いただいた石を手に研修終了記念の一枚
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7.6  所感・考察

（1）所感

今回のセッションは短時間だったこともあり、

トラウマ克服までの３ステップを駆け足で紹介し

ていただいた。言葉を介してではなく劇を通じ

て体感し、トラウマを直接意識せずにトラウマケ

アにつながる技法を学んだ。「遊び」という枠組

みがあることで、失敗をしてもやりなおしができ、

喪失感を深めることなく守られた状況下で行え

ることは安心感につながるかと思われる。また、

トラウマの克服を目標として取り組み、意図的に

成功体験を得て克服や弾力性をつける試みは興

味深かった。また、そのために準備段階の活動

から始め、子どもの関係作りやグループ作りを行

う意味を理解することができた。

リバーストーンでは私たちが研修で学んだこと

について（子どもはトラウマで学んだこと）、自分

の中でどのように消化し理解したのかを意識する

ことができた。研修で学んだことの中から象徴

的な言葉を探すことから始まり、その体験に名

前が付けられたことで、その経験や感情が整理

された。

（2）考察

私たち児童福祉施設職員が日々の子どものケ

アで配慮していることは、子どもの集団にグルー

プワークが発生するような仕掛けを行うことであ

る。その集団からもれてしまう個別のケアが必要

な子どもに、直接処遇職員と連携して心理職が

かかわっている。ジョセフ氏は「複合的トラウマ

を持った子どもに関しては、グループでゲームを

行っても気持ちを出すことはできない。個別のセ

ラピーを行う必要がある」と語っていたが、それ

は日本の児童福祉施設の子どもにも置き換えて

考えることができる。基本的に個別でケアした後

でなければ、集団セッションにはつながらず、グ

ループの力を活かすことはできない。

子ども集団を正常な状態で維持するには、一

定数の安定した子どもが必要になる。しかし、

現在、児童福祉施設では、問題が複雑化した

子どもが増えたことで集団を維持できなくなり、

より専門的な知識や役割が必要になってきてい

るのが現状である。トラウマセンターではそういっ

た集団に入れない・感情を出せない子どもの場

合、それに対応したセラピー方法があるとのこと

である。

われわれの勤務する生活の場という福祉施設

を考えてみると、直接処遇職員は子ども集団を

正常な状態で維持することで、セラピーと同様に

トラウマケアの効果を上げていると考えられる。

直接処遇職員は現場の子どもに対して、すでに

アメリカでセラピーとして行われていることを、生

活場面で行っていると考察することもできる。施

設に心理職がいる場合には、生活での取り組み

を心理職に意味付けてもらうことで、かかわりの

を客観的に振り返る機会を持つことも多くある

と思われる。

また、施設の心理職は、福祉施設という特性

から生活場面により近く、日常生活を意識した

セラピーを行っていることが多い。特に生活場面

に入ることが多い心理職は、直接処遇職員への

子どもへの働きかけるポイント・タイミング・見方

などを直接示唆するといったような効果的な働

きかけを行うことができる。

ただ、全ての入所児がセラピーを受けれるわ

けではなく、不適応行動や問題行動がある子ど

もから優先的にセラピーを受けていたり、施設ケ

アとして、どの程度の子どもがトラウマ治療や個

別セラピーを積極的に受けられているのかは疑

問である。また、日本では多くの場合、施設心

理士が連携できるのは、児童相談所や地域の

医療機関であり、ケアをする上での連携という点

で課題があると感じる。アメリカでも必ずしもす

べての施設が充実した連携を取れる資源を持っ

ているとは言えないものの、日本よりも多くの資

源と複数のプログラムを有し、連携方法も工夫さ
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れていると考えられる。日本でも施設心理士が

一人で抱え込むことなく、また施設心理士として

の機能を失わないためにも、活用可能な豊かな

資源が必要であると強く感じた。

今回、トラウマセンターでの取り組みを見るこ

とができたのは、非常に刺激的だった。グルー

プセラピーを行う際に、チームを組むことで子ど

ものサインを見逃さないように取り組んでいた点

は大変学びとなった。今回はトラウマセンターの

チームアプローチを見ることができたが、さらに

範囲を拡大して子どもを取り巻くサービスを確認

したいと感じた。トラウマセンターと同じ法人内

（ジャスティス・リソース）の施設では子どもへど

のような働きかけが行われ、トラウマセンターと

どのように連携しているのか。子どものトラウマ

克服のためのサポート体制をさらに広い範囲で

学びたい気持ちを持った。
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今回の研修において、われわれはアメリカで推

進され、かつ効果を上げている児童の虐待予防へ

の取り組みとトラウマを受けた子どもに対するケア

に関する対応方法について、さまざまな新しい知

識、技術、制度、考え方などに触れることが出来

た。研修したことがすぐに日本において実行可能

とはいかないまでも、すぐにも出来ることや将来の

児童福祉を考えたときには必ず参考になる、ある

いはやらなければならない事柄が多くあった。わ

れわれ児童福祉にかかわるものとしては社会の変

化への素早い対応、また先取りするくらいの心構

えが必要となる思いを強くした。また、「あきらめな

いことが大切。希望を失わないことが大切。」とい

うことも同時に習ってきた。しかし、想いだけでは

実行力が伴わない、ということはだれもが承知して

おり、これまでも多くの先輩方が挑戦してきた。

そこで、今後日本の児童福祉が質的にも量的に

も発展していくことを願って、あきらめない精神を

胸に、施設、職員個々、行政のあり方等に視点を

おいて、「われわれがこれから果たすべき役割と今

後の課題」について以下の提言を行いたい。

アリゾナ、ボストン通じて、すべての実践は科学

的に効果があると認められたアプローチ・プログラ

ムが使用されている。またプログラム自体が現場

で開発されており、その効果を実証するための研

究も同時に行われている。実践と研究が密接に結

びついており、効果が証明されたプログラムは州に

採用されるなど、ボトムアップの実践がスタンダート

となっている。

日本でも研究は盛んに行われているが、広範囲

の実践を通して介入の効果が実証されている例は

まれである。また児童福祉施設が調査・研究対象

になることも多いが、それらの研究結果が現場の

実践につながりにくいことが多い。

要因については多様なものが考えられるが、い

ずれにせよ「実践を行いながらの研究」や「研究を

行いながらの実践」を現場レベルで進めていくため

のシステムが必要に思われる。

  Ⅰ
  ニュージーランドの歴史

★

★ われわれがこれから果たすべき役割と
今後の課題についてⅣ

1　科学的に実証された根拠に基づく介入

2　「脳科学」に基づいた理解と実践

日本の児童福祉現場においては「脳科学」に基

づいた支援は意識して行われていないのが現状で

ある。指導員・保育士などの直接処遇職員から心

理療法担当職員にいたるまで、まだまだ「脳とトラ

ウマ」についての理解は不足しており、当然ながら

支援につながることは少ない。脳の働きを学んでい

くこと自体に難しさを感じ、アレルギーを持つ者も

少なくない。

しかしながら、われわれが経験的に実践してい

るものの中には焦点のあて方こそ違え、結果的に

脳の調整に役立つ実践が多く含まれているように

も感じられる。例えば、一部の施設で行われてい

る武道やヨガ、太鼓などは、はからずも脳幹から

大脳辺縁系へと働きかけるボトムアップ・アプロー

チになっている。長い間、児童福祉の現場が「経

験主義」と揶揄されながらも、少しずつ積み重ねて

いったものは、「脳の調整」の面から考えても大切な

リソースとなりうるものと考えられた。

ただし表面的な形だけをとらえて「すでに実践し

ている」と軽率にとらえてしまうことには注意が必

要であろう。脳科学から見て無効と思われる介入を

続けて、子どもや支援者に大きな負担がかかって
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3　予防活動・施策の充実

いるケースも多く見られるのも事実である。

「脳とトラウマ」との関係でしだいに明らかになって

きたことは、本当の意味でこれまでの実践に正当な

基盤を与えていってくれるものと考えている。同時

に新たな工夫を加え、無効と思われるものを省き、

より洗練したものへと変えていくことも可能にしてく

れるものである。われわれに必要なことは、自らの

実践を省みて、科学的証拠に基づき、整理・統合し

た上で、系統立てた支援を行っていくことであると

思われる。そして、それらが日本の施設ケアのスタ

ンダートとして、全施設へと共有されていくことであ

ると考えられる。

わが国において虐待件数は増加の一途をたどり、

われわれはその増加した被虐待児に対応することに

四苦八苦していて、虐待に対する施策の中で予防は

本流ではないという現状がある。しかし虐待件数を

減少させることに成功している諸外国の取り組みを

概観すると皆予防に力を入れて長期的なスパンで虐

待を減らすことに成功している。今回のアメリカ研修

で学んだ、HFAプログラムを初め数々の虐待予防活

動も確実に虐待件数を減らしている取り組みの一つ

であり、われわれはその実践から多くのことを学んだ。

わが国においても、予防活動としてアリゾナ班所感

（P62～64）にもあるように、「こんにちは赤ちゃん事

業」など、さまざまな虐待予防を念頭に置いたプログ

ラムが実施され始めている。しかしながら、未だ「対

症療法的」な制度対策が重視されている感が否めな

い部分があり、この先10年、20年先を見越した予

防対策は十分とは言えない。例えば前述した「こん

にちは赤ちゃん事業」は、HFAプログラムを参考にし

ているが、実際に事業を主体的に実施している市町

村によって実施のスタイルはさまざまで、訪問スタッ

フも多種多様、また母子健康法に基づく保健師の

訪問とあわせて行うことも許可されているなど、各々

によってサービスの実情や質は異なる現状がある。

サービスの質を高めるためには、まず両国の間

にある福祉サービスを構築する上での根本的なアプ

ローチの違いを考える必要がある。わが国では、国

から自治体や民間に施策が降りてくる形を取るが、ア

メリカでは、民間のレベルから地域や利用者に即し

たサービスを発掘・開発し、それを自治体や国に認

可させるアプローチを行う。わが国においても利用可

能な資源は地域や自治体、民間団体の中に多く存

在しているものの、現状では十分使いこなされておら

ず、それらをいかに利用して新たな予防施策を行っ

ていくかが大きな課題といえる。われわれに課せら

れた大きな課題の一つは、自分たちが所属する機関

で予防活動をするために何ができるのかを考えて、

開発していくことにある。例えば児童家庭支援セン

ターは、訪問・通所・電話など多くの支援方法を持

ち、スタッフにも多様な職種をそろえており、地域の

中に能動的にかかわっていくことができる機関とし

て、予防施策の中心として活動できる可能性がある

と思われる。地域の中での基幹的相談機関としての

家族や家庭についての多様な相談を受け、数多くの

資源と連携を取って最良の解決策を探していく取り

組みをしたり、また前述のHFAプログラムに関しても

市町村と児童家庭支援センター、そして保健センター

が共同して取り組むことで大きな成果をあげられる可

能性があるだろう。これは一例として、まずはわれ

われが自らのいる場所で民間のレベルからサービス

発掘し、そして構築したものをボトムアップすること

で、予防対策を充実させることが早急の課題といえ

る。現場や利用者の声を拾い集め、要保護児童地

域対策協議会等を中心として、地域に密着し、かつ

ニーズの高いサービスを発掘していくことが何よりも

重要といえよう。そして機関同士がお互いの領域の

枠を超えることができずに本当に必要なサービスを

提供できない現状を打破すべく一人ひとりが考え、

虐待予防に取り組む意識を高めなくてはならない。

繰り返すが、諸外国は将来を見据えた虐待予防

対策に先んじて取り組んでいる。残念ながら遅れを
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とっているわが国においても、将来において健全な

国民となるであろう子どもたちの健康な発達を支える

ために、まずは現場のレベルからより一層虐待予防

に力を入れていきたい。

児童福祉施設に入所している被虐待児童の増加は

深刻化しており、入所児の大半は多問題家族ケースで

あり、虐待する親は加害者であると同時に子ども同様

に虐待の傷を持つ被害者でもある。子どもと家族全

体が抱える背景の複雑化により支援が難航するケー

スが増加している現状がある。当然施設では、試行

錯誤の取り組みの努力はなされているが、目の前の

対応に追われて余裕のなさを生み出し、実践を整理

し振り返る取り組みについては希薄だったように感じ

る。この余裕のなさが職員を消耗させ、職員配置人

数の問題からくる精神的負担や超過勤務による職員

のバーンアウトにつながっているという課題もある。

このような状況の中で、職員の充実したトレーニン

グやスーパーバイズ体制の確立は急務である。職員

自身の精神的なエネルギーの枯渇が生じやすい対人

援助職にはことさらである。

従来より、日本の児童福祉現場の風土には、経

験の浅い職員は職人芸な職員を「見て習え」の文化

や、「私一人が動けばなんとかなる」という抱え込みの

精神が現場実践の根底に存在していることは否定

できない。長きにわたり、職員育成の課題やスーパー

ビジョンの必要性が論じられているにもかかわらず、

いまだ未確立であるのは、このように福祉現場の組

織体制の中にスーパーバイザーが育つ土壌がなかっ

たことや、スーパーバイズは外部の学識経験者にお

願いするものという現場の自信のなさも一因としてあ

げられよう。

HFAにおけるスーパーバイズシステム、スーパーバ

イザーや職員養成のためのトレーニング、トラウマセ

ンターでの養育者システムアプローチ（ARC）は、日

本の児童福祉現場にも大いに活用できるものと確信

している。これらの取り組みは共通して、組織の支

援方針や目的を明確にすることで、組織の方向性に

添った役割を展開できるような｢管理的機能｣と、

その組織で業務を遂行していくために必要な知識や

技術、技能、価値、倫理を教える「教育的機能」、

そして心理的サポートである「支持的機能」といった

スーパービジョンを形作る3つの機能が充分に備わっ

た体制作りがなされていた。またこれらの体制を適

正に保持するために、時間的ゆとり、予算、人員配

置がなされていることや伝達すべき技術が体系化さ

れていること、トレーニングが講義による知識伝達

型ではなく、体験型・実践型になっていることも大

切な要因であったように思われる。

4　トレーニング・スーパーバイズ体制の充実

5　まとめ

虐待対応を考えるとき、これまで以上に予防活動

に重点が置かれる必要がある。またこれらの予防

活動や施設入所した子どもたちに対する支援技法

は、脳科学も含めた科学的に実証された根拠に基

づく方法が何よりも必要である。これは従来の方法

を否定するものではなく、最新の知見に基づいて技

法を整理・統合していくことや現場のリソースを掘り

起こしていくことである。その意味でボトムアップに

よる技術の体系化が求められている。また支援方

法を伝達可能な技術体系にすることによって、人材

育成や職員支援に利用できるようになるであろう。

もちろん、これらの過程は制度的な保障（予算、時

間、人員配置）なくして、進展させていくことは難し

いものと思われる。今後、制度的な保障を受けて、

現場のニーズに根ざした発信を行い、エビデンスに

基づいた支援技法の集積・体系化をおこなっていく

ことが課題に思われる。
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親愛なる資生堂海外研修団の
皆さまへ

　

　トラウマセンター医療所長
アメリカトラウマ治療ネットワーク事務局長

ボストン大学医学部精神科教授

ベッセル・バンデコーク医学博士

トラウマセンターのスタッフと私は日本からの同僚
たちとお会いできて大変うれしかったです。言語の違
いにもかかわらず、こころの一致を体験できました。
私個人としては三船敏郎や剣道について自分がずっ
と考えてきたことを披露する機会があって楽しかった
です。世界中どこにでも、個々の文化に特有な、トラ
ウマの影響を和らげる独特の方法があるのです。です
から、トラウマを受けた人たちを助けるためには、ま
ず自分たちの文化を見つめなおして、そこにどのような
方法があるのか探すことが大切です。その（伝統的
な）方法は、その文化のトラウマセラピストたちがそ
の大切さに気付かず、（トラウマの癒しに）使っていな
いかもしれません。そして、その人たちは「外人たち」
から新しいアイディアをもらうほうを好むかもしれませ
ん。でもトラウマ障害を受けた子どもたちは（誰でも）
情動の調整、注意の集中、人間関係の維持に非常
な問題を持つものだということが分かっています。私
たちはこういう子どもたちが、自分の情動を調整し、
注意集中能力を発達させ、養育的で愛情のこもった
寛容な人間関係を体験できるような方法を自分の身
の回りに探すことが第一です。アメリカでは薬を使っ
て行動を抑制することばかりが強調されているので、
皆さま方がアドバイスを求めるのに良い文化とは言え
ないと思います。つい最近になって、ようやく（情動
の調整などが薬を使わないでできる）色々な方法をわ
れわれが学んできたことは嬉しいことですが、まだま
だ道のりは遠いです。
特に情動の調整と注意集中の点においては、日本
の文化のほうがわれわれに教えるものが多いと私は思
うのです。日本の伝統的な技術、例えば禅、剣道、
柔術、合気道などは日本の文化の中で、特に感情の
高揚を鎮静するために発達したものではないでしょう
か？考えてもみましょう、皆さま方の歴史は、アメリ
カ西部のそれのように暴力的でした。大名間の戦国
時代の闘争、第二次大戦時に他国に攻め入った過去、
沢山の自然災害などの長い歴史を持っています。そし
て現在は、悲しいことに、日本の社会でもわれわれ
と同じように、家庭内暴力や児童虐待・放置の悲惨
な結果を処理しなければならないのです。ただ、日
本ではアメリカよりそのような問題が地下に秘められ
て、公開されていないかもしれません。
その結果として、このようなトラウマ障害を受けた

バ ン デ コ ー ク 博 士 寄 稿

子どもたちを世話している皆さま方は、社会の隠され
た暗い側で働いていることになります。そのために、
皆さま方のお仕事が世間から尊重されたり、感謝され
たりすることはあまりないと思います。とても難しい
子どもたちを世話している一方で、世間の人たちから
その大切な仕事を正当に評価されないでつまらない
ことをしていると思われているかもしれません。それ
でもこの大変な仕事を続けていく心痛や、欲求不満
を皆さま方が乗り越えるためには、仲間内で、尊敬
と支援と分かち合いの文化を築くようにするしか方法
はありません。日本語が分からなくても、私のスタッ
フと私は、もうすでに皆さま方が尊敬と楽しみを分か
ち合っている姿を目撃しました。この人間関係をずっ
と保ち、発展させ、皆さま方が担当の子どもたちを
大切にするように、お互いを大切にしてください。
トラウマ障害を受けた子どもたちを癒す仕事は長

い学びの過程なのです。私たちの診療所はいつも
何が効果的なのかを学んでいくところで、ARC（愛
着・自己制御・能力）、PCIT （親と子の相互作用セ
ラピー）、ヨガ、感覚統合方法、ヌーロフィードバッ
ク（脳波調整）、や演劇などのさまざまな方法を研究
しています。皆さま方に私たちが得た知識を分かつ
ことは本当に嬉しいことで、いつでもまた来てくださ
い。私たちも、皆さま方が日本でどのようなことを発
展させているのか、訪問して目撃したいものです。特
に日本の文化内で発展した、特有な（トラウマの癒
しの）技術を学び、アメリカの子どもたちに適用した
いです。
異なる文化を越えて仕事をするということは、とて

も（興奮するほど）面白いものですね。皆さま方の生
活様式がわれわれのそれとこんなにも違うのに、お
互いに同じ動物の種族に属しているのだということ
を発見できるのですから。私たちは（同種族として）、
親しい付き合いをしたり、ダンスしたり、話し合った
り、理解しあったりするのが好きで、その上にトラウ
マ障害を受けるリスクも抱えているのですから。そし
て生活様式がかけ離れている人たちが、どのように
自分たちの安全を確保し、親密な人間関係を築いて
いくのか分かっていくのは、素晴らしい発見なのです。
皆さま方の幸運を祈ります。良い仕事をして、自分

の間違いから学んでいって下さい。
 （ヘネシー澄子氏訳）



それぞれの専門職が連携し子どもたちのために必要な支援が行えるチームを作ると同時に、スタッフに対す

るスーパーバイズシステムを確立し、それぞれがスーパービジョンを持って取り組める職場作りを目指す。虐

待予防の観点では行政の動きを待つだけではなくさまざまなネットワークに参加しながらHFAの考え方やシ

ステムを伝え、広げるよう努力する。 （さんあい　青木  義匡）

「長所に焦点をあてる」～それは人との良いかかわりを持つのに大切なこと。まずは日々の人とのかかわりの

中でこれを実践し、施設の子どもたちに研修で得た知識を還元していく。そして、研修で出会った仲間を大

切にする。 （東京恵明学園　岩田  庸子）

「長所や強みに焦点をあてる」。言うは易く行うは難しなのかもしれない。しかし、その視点を己に刻み込み、

母と子が持つ力を信じ、それぞれの成長と自立を見守り支援していきたい。アメリカでは多くの発見と学び

を得たが、今後も「良いものは良い」と受け入れ活用していく柔軟性を持っていたい。そして、いつでも「FUN

（楽しむ）」を忘れず、希望を持って歩み続けたい。今あるところから、今できることから。

 （東さくら園　海田  泰隆）

すべての人には強みが必ずある。私は子どもと家族の中にある生きる力や強みを尊重し、それを基盤に支援

を積み重ねていく。また、今回の研修で学んだような子どもや家族にとってプラスになるものは、先入観を

もたず現場に取り込む柔軟な姿勢と実践力を目指す。 （清心乳児園　坂本  佳奈子）

常に「何故今ここに自分が置かれているのか」を考えて原点に立ち返り、学ぶ姿勢を大切にする。「自分がし

て欲しいことを他の人にすることが出来る人」「向かい合う一人ひとりの『どうなりたいか』をきちんと知り、

その人の成長を信じ続けられる人」「相手を受け入れられる広い視野と広い心を持ち、短所ではなく長所に

焦点をあてたコミュニケーションが上手な人」を目指し続けたい。 （愛泉寮　島田  恵満）

私は今回の研修で学んだ多くのことを子どもに還元し職員と分かち合い、少しずつでも良い変化が得られる

よう努力し続けることを宣言する。そして、研修で出会えた仲間の絆を大切にしていく。

（宮城県さわらび学園　實石  哲夫）

行 動 宣 言
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海外研修で学んだことについて、行動力を持って具体的な実践にうつしたい。脳に基づいた理解、ARC な

どの観点から、日々の支援のあり方について再整理を行うことからスタートする。ただし、子どもへの思いや

りを持って…。 （アメニティーホーム広畑学園　高田  豊司）

一人の支援者として、一人の人として、アメリカで活躍している研究者や実践家が私たちと同じような悩みを

抱え、謙虚に反省し、笑顔でもって前進し続けている姿を忘れない。さまざまな出会いの中で今の自分や、

課題に気づくことができた。日々の支援の積み重ねの中で、利用者や子どもたちの力（長所）を引き出して

いけるような実践をチームで行っていく。 （倉明園　 田中  恵子）

「Parallel Process（HFA 活動の基本）」、よい人間関係を持つためには、よい人間関係を知らないとできない。

親子も、夫婦も、友人も、人間関係はすべて人と人とのつながりでできている。自分がたくさんの人から授

かった肯定的な人間関係をたくさんの子ども、親に伝えていきたい。 （ならわ学園　真野  真一）

「Do not give up（あきらめないこと）」これが私たち研修生への、講師の最後の言葉でした。施設に入所

している子どもと家族は簡単には解決できない問題を抱えている。私は今回の研修で得た知識を、施設を

はじめ少しでも多くの人に伝えることを実行し続け、「あきらめないこと」を宣言する。

 （泉ヶ丘学院　藪   一裕）

パラレルプロセス…樹木は根から幹や枝を通し葉まで水分を送り、葉は栄養をつくる。私は、長所に焦点を

あてること、脳についてなど研修で学んだ多くを子どもまで行き渡るように行動する。子どもの笑顔、幸せ

を枝いっぱいに繁らせたい。 （南さつま子どもの家　渡邉  信浩）

アメリカで出会った人々の、人を包み込むおおらかさと、一人ひとりを大切にする姿を決して忘れない。そし

て自らの仕事にプライドを持ち、広い視野と、決してあきらめない強い志を胸に前に前に進みたい。自分の

できることから一つずつ。 （興正こども家庭支援センター　渡邊  洋平）
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団員名簿

団　長 永野　良子 596－0808
大阪府岸和田市三田町614－1
あおぞら
TEL：072-444-0100　FAX：072-444-0135

児童養護／
施設長

島田　恵満 347－8510
埼玉県加須市土手2－15－57
愛泉寮
TEL：0480-61-0341　FAX：0480-61-0329

児童養護／
保育士

青木　義匡 369－0212
埼玉県深谷市櫛挽15－2　　
さんあい
TEL：048-585-0605　FAX：048-585-0562

児童養護／
児童指導員

岩田　庸子 198－0051
東京都青梅市友田町2－714－1
東京恵明学園児童部
TEL：0428-23-0241　FAX：0428-21-2345

児童養護／
児童指導員

藪　　一裕 599－8251
大阪府堺市平井482
泉ケ丘学院
TEL：072-278-0374　FAX：072-279-2650

児童養護／
主任指導員

高田　豊司 671－1102
兵庫県姫路市広畑区蒲田370－1
アメニティーホーム広畑学園
TEL：079-236-1630　FAX：079-237-8301

児童養護／
臨床心理士

渡邉　信浩 897－0003
鹿児島県南さつま市加世田川畑5630
南さつま子どもの家
TEL：0993-52-1131　FAX：0993-52-1132

児童養護／
児童指導員

坂本佳奈子 830－1226
福岡県三井郡大刀洗町大字山隈377
清心乳児園
TEL：0942-77-3132　FAX：0942-77-4127

乳児院／
臨床心理士

海田　泰隆 537－0022
大阪府大阪市東成区中本4－1－21
東さくら園
TEL：06-6972-6010　FAX：06-6972-6086

母子生活支援／
少年指導員

田中　恵子 682－0021
鳥取県倉吉市上井550－3
倉明園
TEL：0858-26-4326　FAX：0858-26-9806

母子生活支援／
心理療法担当職員

實石　哲夫 982－0215
宮城県仙台市太白区旗立2－4－1
宮城県さわらび学園
TEL：022-245-0333　FAX：022-245-0333

自立／
児童自立支援専門員

真野　真一 475－0932
愛知県半田市鴉根町3－40－1
愛知県立ならわ学園
TEL：0569-27-5843　FAX：0569-27-6316

情短
／心理員

渡邊　洋平 001－0904
北海道札幌市北区新琴似4条9丁目1－1
興正こども家庭支援センター
TEL：011-765-1000　FAX：011-762-7458

児家セン
／心理判定員

吉井　規雄 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：03-3574-7408　FAX：03-3289-0314

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：03-3574-7408　FAX：03-3289-0314

事務局

団　員

団　員

団　員

団　員

団　員

団　員

団　員

団　員

団　員

団　員

団　員

団　員

事務局

事務局

氏　名 〒 勤務先住所 種　別
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資生堂児童福祉海外研修の実績一覧

第1回
（1972） ヨーロッパ（含北欧）

アメリカ・カナダ

ヨーロッパ（含北欧）

ヨーロッパ（含北欧）

アメリカ・メキシコ

アメリカ

ヨーロッパ

アメリカ

オーストラリア

アメリカ・カナダ

オーストラリア（含タスマニア）

ヨーロッパ（3カ国）

アメリカ

アメリカ

アメリカ

オーストラリア

オーストラリア

ヨーロッパ

ヨーロッパ

アメリカ・カナダ

アメリカ

ヨーロッパ（含北欧）

オーストラリア・ニュージーランド

イギリス

アメリカ

カナダ

カナダ

アメリカ

オーストラリア・ニュージーランド

カナダ

カナダ

アメリカ

フランス・イギリス

ニュージーランド

アメリカ

団員種別（人数）

養・保・児（5）

開催年度 期間（日数）

28

29

22

22

26

24

16

15

14

17

15

15

15

14

15

15

15

15

15

15

15

14

11

12

14

13

14

15

14

15

15

15

15

15

15

研修内容研修先

海外福祉事情視察
第2回
（1973） 精・重・肢（29） 大学・病院及び付属研究所各種施設の視察
第3回
（1974） 養（23） ヨーロッパ6カ国での児童福祉事情視察
第4回
（1975） 養・教（25） ヨーロッパ5カ国での児童福祉事情視察
第5回
（1976） 乳・虚（25） 地域ぐるみの子育てと里親制度、

アメリカ・メキシコの児童処遇
第6回
（1977） 養・母（26） 養護施設及び母親制度、母子福祉の視察研修
第7回
（1978）

養・子どもの国
（25） 児童健全育成に関する民間施設活動

第8回
（1980） 養・母・乳（25） 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
（1981） 養（18） 分散小舎制の運営、地域社会関係
第10回
（1982） 養（18） アメリカ・カナダの要養護児童に対する居住型施設の

形態及び機能についての調査研究
第11回
（1984） 養（15） 児童養護のネットワークづくり
第12回
（1985） 養（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） 養（15） 施設養護と家庭養護
第14回
（1987） 養・教（17） 非行傾向を示す児童の処遇問題
第15回
（1988） 養・教（17） 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
（1989）

養・教・情・母・
精（17） 児童福祉施設と地域社会とのかかわり方について

第17回
（1990）

養・教・情・母・
精（17） 地域社会での児童福祉の在り方を探る

第18回
（1991）

養・教・情・母・
精（23） 児童の権利と児童養護活動

第19回
（1992）

養・教・情・母・
精（25） 児童の権利と家庭機能支援活動を探る

第20回
（1993）

養・教・情・母・
乳・精・肢（25） 家庭と子どもの権利を考える

第21回
（1994）

養・教・情・母・
肢（13） 子どもの権利と家庭への支援について

第22回
（1995）

養・教・情・母・
乳（12） 児童の最善の利益について

第23回
（1996）

養・教・情・母・
乳（17） 日本の児童福祉施設の将来の在り方を探る

第24回
（1997）

養・教・情・母・
乳（14） 地域社会が求める福祉サービスのあり方

第25回
（1998）

養・自立・情・
母・乳（13） アメリカの児童虐待の実態について

第26回
（1999）

養・自立・情・
母・乳（15） 子どもの権利擁護と福祉と福祉サービス

第27回
（2000）

養・母・児家・
自援・情・知（13） 自助、共助､公助による自立支援教育など

第28回
（2002）

養・母・自立・情
（13） 里親制度と被虐待児への対応

第29回
（2003）

養・乳・自立・情
（15） 地域社会を巻き込んだ家族支援

第30回
（2004）

養・母・乳・自立・
情・自援・里親（19）

家族の重要性を重視し、コミュニティをベースにしたより
柔軟なサービス

第31回
（2005）
第32回
（2006）
第33回
（2007）
第34回
（2008）
第35回
（2009）

養・乳・自立・情・
児家セン（14）
養・母・乳・自立・情・
児家セン（15）
養・母・乳・自立・情・
児家セン・自援（14）

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
「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
「フランス・イギリスにおける児童養護の考え方と
被虐待児及びその保護者への対応について」

養・母・乳・自立・情・
児家セン・里親（15）

「ニュージーランドが推進する
地域支援型被虐待児への対応について」

養・母・乳・自立・情・
児家セン（15）

｢アメリカで推進されている児童虐待防止活動及び
虐待を受けた子どもたちの心の傷を癒す最新知識とその実践方法を学ぶ」
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　気温 40℃のフェニックスから標高 2,300m のフラッグスタッフへ入り、アメリカ大陸を横断

して秋の空気のボストンへ…。2 週間の海外研修の間、アメリカの広大な自然と文化に触れ、

心はリフレッシュ！しかし、頭は違いました。朝から夕方までの充実したスケジュール、夜もそ

の日の振り返り、次から次に入ってくる新しい知識と情報…脳ミソはオーバーヒート寸前（私

は研修開始早々に熱を出したのでオーバーヒートした？）でした。

　アメリカで学んだHFAのシステムに脳とトラウマの関係や治療法、日本にもぜひ取り入れ

たいと思うことがたくさんありました。国のシステムとして取り入れるには多くの困難がありま

すが、団員みんなが子どもや家族との日々のかかわりの中で学んだ知識を実践することはで

きます。自分のまわりの人に得た知識を伝えることもできます。その積み重ねがいつか実を

結ぶことを願って、微力ながら自分のできることを実践中です。

　最後に、私がなぜ編集後記を書くことになったか…それは 32 期報告書の編集後記を書

いたのが私の夫であり、それを見た団員みんなが ｢じゃあ、35 期も岩田さんで｣ と、推薦し

てくださいました。異例のことだとは思いますが、編集後記の人選にはこんな経緯がありまし

た。心温かい、そしてユニークな仲間に巡り会え、本当に嬉しく思います。

　このように素晴らしい仲間に巡り会う機会と充実した研修を提供してくださった資生堂財

団の皆さまには感謝とともに御礼申し上げます。

　これからが私たちのスタートです！

 （東京恵明学園　岩田  庸子）

編  集  後  記
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～ 両親調査面接で情報を収集するための指針 ～
＊母親と父親両方に同じ質問をして、別々に採点すること

あなたは子どものころ誰と住んでいましたか？ 誰があなたを育ててくれましたか？ あなたを本当
に「守られている、愛されている」という気持ちにさせてくれた人がいますか？ それは誰ですか？ 
どのようにしてあなたを「愛されている」という気持ちにさせてくれたのですか？ あなたの両親
がしてくれたことで、あなたの子どもにもしてあげたいと思うことは何ですか？ 両親がしたこと
で、あなたの子どもには違うことをしたいと思うことは何ですか？ あなたが小さい時ちょっと悪
いことをしたり、いたずらをしたりしたら、あなたの両親はどうしましたか？ 部屋に行かされたり、
押し入れに入れられたり、怒鳴られたり、おしりをたたかれたりなどされましたか？

もし体罰を受けた経験があったら：
　－何でたたかれましたか　手・ベルト・杖・鞭など
　－子ども時代体罰を 6 回以上受けましたか
　－蒼アザやミミズばれができましたか、それを覚えていますか
　－家出をしたことがありますか

あなたの兄弟姉妹はどのようなしつけを受けたのですか？

もし両親のどちらかが「体罰は受けなかったが、家族にはたくさんの問題があった」と言ったら：
　－親が飲酒や麻薬常用をしていたのか聞く（例：あなたの親（たち）は、どのくらい頻繁にお
酒を飲んだり麻薬を使ったりしましたか？ 親（たち）はお酒を飲んだときや麻薬を使ったとき、
どんなことをしましたか？ 両親の間で暴力沙汰がありましたか？ など）

あなた方は実家の家族と親密な関係を保っていますか？ どちらの（父方か母方か）家族と親し
いですか？（「親密」「親しい」などの言葉は、母親と父親では感じ方が違うかもしれないので、
「どのくらい頻繁に行き来しているのか」「電話だったら一日何回かけるのか」などと聞いて、親
密さの程度を診断すること。）

もし父親が両親調査の時に不在だったら：
　－あなたが知っている限り、ご主人は子ども時代誰と住んでいましたか
　－誰に育てられましたか（など、母親に聞いた項目を繰り返して聞く）

① 子ども時代の成育歴

●どのように愛され養育されたか
●実家の家族の安定性と人間関係はどうか
●両親のどちらか又はその兄弟がその親から虐待・放置を受けたかどうか
《日本の場合、施設で育った経験があれば、何歳から何歳まで、いくつの施設を利用し
たか、自分を特別愛してくれた人がいたか、それは誰だったか、施設にいる間の自分の
親とのコンタクトの有無、家庭生活（週末里親を含めて）の体験の有無、実親との現在
の関係などを聞く必要がある。》　

 注意点
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あなた方は健康のためにどんなことをしていますか（例：体操、ダイエット、睡眠をよくとるなど）？
赤ちゃんのそばでの喫煙について話し合ったことがありますか？

あなた方はお酒を飲みますか？どちらがどのくらい頻繁に、そして何杯くらい飲みますか？ パー
ティーのときだけですか？ それとも毎日お家で飲みますか？ 飲んだらどうなりますか？

マリファナ、スプレイ、コカイン、ヘロイン、エクスタシー、メソアンファタミンなどの薬物を使っ
たことがありますか？

もし「ある」と言ったら：
　－いつ頃から使い始めましたか
　－使うとどうなりましたか（どんなことをしましたか） 

もし「もう使っていない」と言ったら：
　－どうやって止めたのですか
　－最後に使ったのはいつですか

もしどちらかの親がまだ麻薬や飲酒を止めていなかったら（又は止めるつもりがなかったら）：
　－どのように子育てをするつもりでいますか（掘り下げて聞く）

あなた方は（またはどちらかが）裁判所に行ったことがありますか？ 何らかの理由で警察に捕
まったことがありますか？ その理由は何ですか？ いつでしたか？ 留置所や拘置所に入れられた
ことがありますか？ 保護観察下に置かれた経験はありますか？

もし赤ちゃんの父親が母子の生活に関与していなかったら：
　－あなた（母親）はもう彼と付き合っていないとおっしゃいましたが、知っている限りで、
　　彼はお酒を飲みましたか
　－コカインやマリファナなどの麻薬を使いましたか

（母親に）「妊娠中や出産直後は（ホルモンの関係で）落ち込んだり、気分が安定しない時があ
ります。そんなことを経験しましたか？」

もし、うつ状態を経験していたら：
　－それは妊娠中に始まりましたか　それとも妊娠以前からですか

あなた方は（またはどちらかが）精神科医や心理士によるカウンセリングを受けたことがありま
すか？ いつですか？ 薬を処方されましたか？ まだそれを飲んでいますか？ そのために入院しま
したか？ とっても落ち込んだり悲しかったりして、自分を傷つけたい、または人を傷つけたいな
どと思ったことがありますか？

② 薬物乱用・犯罪歴・精神疾患

●両親のライフスタイルに関連する行動や身体的・情緒的健康はどうか
●飲酒や麻薬常用が日常生活の機能にどのように影響しているか
●飲酒や麻薬常用で暴力があるか？子育て能力にどのように影響するか
●法を犯すパターンがあるか
●現在精神保健にかかわる問題があるか、あったらどのように管理しているのか
●今までに治療や特殊学校を経験したことがあるか　など　

 注意点
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もし初産だったら：
－親としてあなた（方）の強み・長所は何だろうと思いますか
－今までに赤ちゃんの世話をしたことがありますか（例：保育所の職員やボランティア、弟や
妹の世話、親せきの子どもたちの世話など）

もし初産でなかったら：
－あなた（方）の親としての強み・長所は何ですか

児童相談所とかかわりを持ったことがありますか？ もしあるなら、どのようなことで？ いつ？ 
まだかかわりがありますか？（あるなら相談員の名を聞く）あなたの子どもの誰かが、一時的に
でも家から離れて暮らしたことがありますか？（あったら、掘り下げて聞く）

もし以前に結婚していたり、関係を持ったりした人がいたら：
－その人が児童相談所にかかわったことがあるか

病院から《またはあなた（母親）の実家から》赤ちゃんを家に連れて帰ったとき、誰かあなた（母
親）を手伝ってくれる人がいますか？
《日本の場合、夫の実家で暮らしていることが多いので、その家族がどれくらい支援をしてくれ
るのかなどを掘り下げて聞く必要がある。もしかしたら、赤ちゃんを姑に取り上げられたり、「抱
き癖がつく」などと言われて子育て方法を批判されたりするかもしれない。母親の孤立も問題で
あるが、大家族であるからといって家族から支援を受けられるとは限らない。》

あなた方の住む地域で子育て支援のプログラムがありますか？ または保健師の訪問プログラム
がありますか？

妊娠中にどの病院にかかっていましたか？ 妊娠してどのくらい経ってから病院に行きましたか？
定期診断に毎回通うことが出来ましたか？ 交通手段はありましたか？

もし赤ちゃんに兄・姉がいたら：
－医者に通う間、誰か子守をしてくる人がいましたか？（などの質問で、どのくらい家族や地
域の資源を使う能力があるか測定する。）

あなた方の学歴を教えてください。
《中卒・高卒でこれから上級の学校に通おうと計画していたら、それがしっかりした計画か掘り下げ
て聞く。しかし日本の場合、結婚した女性がすぐに上級の学校に通ったり職業訓練を受けるのはま
れなので、この点は日本の文化に照らし合わせて「当たり前」なら、採点もそのように考慮すること。》

③ 親業の経験

●自分の子ども（たち）を安全で安定した生活環境の中で育てようとしているか
●子どもが家におらず（離婚で以前の配偶者と暮らしていたり、施設に入っていたりしてい
て）、その子と連絡がとれないなどがあるか

●他の子どもたち（この赤ちゃんを除いて）が一時的にでも施設や里親に措置されたことが
あるか  など

 注意点

④ 生活諸問題への対処技術・支援組織
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あなた方はどんなことをして楽しみますか？ 一緒に外出しますか？ 共通の友達がいますか？
誰が子守をしているのですか？
《日本の場合、女性は女性の、男性は男性の友達をそれぞれ持って遊ぶことが多いので、文化に沿っ
て質問を考える。要は孤立していなくて、適当に息抜きをしているかどうかが大切である。父親は
バランスをとっていても、母親が息抜きなしで、子育ての重荷を全部背負っているかもしれない。》
　　　　
心配事があったりや落ち込んだとき、あなた方は（それぞれ）誰にそれを話しますか？ それとも
誰にも言わないで、独りで悩みますか？

（母親に）赤ちゃんが生まれる前に働いていましたか？ どのくらいの期間？ また職場に戻るつも
りですか？ 戻るなら、赤ちゃんがどのくらい大きくなったら？
（父親に）どこで働いていますか？ 何年その職場にいますか？（失職中なら、以前どのような仕
事をして、何年それをしていたのか、どのくらいの期間新しい職場を見つけようとしているのかな
どを聞くこと）

●この家族にしっかりとした支援をしてくれる人は誰か
●日常の生活やそれに伴う危機にどのように対処しているのか
●もし（双方の）実家とうまくいってなかったらなぜなのか
●日常生活が楽しいか、退屈か、満足か、不満か
●母親か父親が孤立していたり、または孤立してさびしいと感じているか

 注意点

どのくらいの期間（あなた方は）一緒に暮らしているのですか？ いつ結婚しましたか、またはす
るつもりですか？（つもりがなかったらなぜ？）お互いの人間関係はどうですか？ とても仲が良い
が 3 で、時々喧嘩するが 2 で、いつも喧嘩ばかりが 1だとすればどこでしょう？ 別居したことが
ありますか？ あれば、最後に別れたのはいつですか？ お互いに相手をこわいと思いますか？

経済的にはどうでしょう？ 毎月の生活費は十分足りていますか？ 食費や家賃や電気・ガス代の
支払いなどで困ったことがありますか？ 赤ちゃんに必要なものを買えていますか？

あなた方と一緒に暮らしている人がいますか？
《または誰と一緒に暮らしていますか？ いつ頃からですか？ ずっとそこで暮らすつもりでいま
すか？》
住んでいるところは快適ですか？（プライバシーが守られている、近所も含めて安全である  など）

他に何かストレスになるものや心配事がありますか？

⑤ ストレス

●居住、人間関係、収入が安定しているかどうか
●親（たち）のストレス源は何か
●どのようにストレスに対処しているか
●どんな支援組織があったら、もっとうまくストレスに対処できるか  など

 注意点
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（パートナー間で）本当に怒ったとき、あなた（がた）は何をしますか？ たとえばぐっとこらえるか、
怒鳴るか、その場から立ち去るか、たたくか、物を投げるか、泣くか？ 最後にそれをしたのは
いつですか？ もしどちらかがとても怒ったけれど、自分の怒りをうまく鎮められた経験があった
ら話してください。そのときはどんなことをしましたか？

もし、両親がもう別れていたら：
－父親であった人の怒りの管理方法を聞く

（学校、職場、友人関係など）家の外で怒ったときはどうしますか？

赤ちゃんの成長と発達について、どんな勉強の機会がありましたか？ この赤ちゃんはいつから歩
き出すと思いますか？ 用便のしつけはいくつになったら始めますか？

親のどちらかが、発達について凝り固まった（柔軟性のない）意見があるかどうか探ること。例
えば「私の子は 6カ月で歩き出すでしょう」と言ったら、「もし 6カ月で歩き出さなかったら、何
カ月ぐらいで心配し始めますか？」と聞く。

（例をあげると、どのように状況を処理するか、より具体的な返事が得られる。）

（例：あなたは赤ちゃんにお乳をあげて、ゲップをさせて、おむつを取り替えました。そして、お昼寝
のためにベッドに入れたら、赤ちゃんが泣き出したとしましょう。あなたはどうしますか？ あなたが何を
しても30 分以上泣きやみません。さあどうしましょう？ 赤ちゃんでも甘やかすことができると思います
か？ どうしたら甘やかすことになるのでしょう？ 何歳になったら甘やかしていると言えるのでしょう？）

もし父親が両親調査の時に不在だったら：
－あなたとご主人はこのようなことを話し合ったことがありますか
－もし赤ちゃんが何をしても泣き続けていたら、ご主人はどうしますか

⑥ 怒りの管理方法

⑦ 赤ちゃんの発育段階における期待

●どのような技術を使って怒りを管理しているのか　肯定的な技術か
●最近（二年以内）どちらかの親に暴力沙汰があったか
●片方の親がもう一人を怖れているか
●妊娠中に暴力沙汰があったか　妊婦のお腹を殴ったり蹴ったりしたのか
●この家庭は赤ちゃんにとって安全か

●乳幼児の発育段階についてどんな情報を持っているか
●発育に対する期待が的を射ているか　柔軟か凝り固まったものか
●甘やかすことについてどのくらい心配しているのか
●赤ちゃんの行動について非現実的な観点を持っているか（例：「子ども（赤ちゃん）は
親に従うものだ」、「この子は意図的に私に逆らっている」　など）

●親のニーズよりも赤ちゃんのニーズを優先しているか
●泣いている赤ちゃんにどのように反応しているか

 注意点

 注意点
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あなたの赤ちゃんが少し大きくなって、どこでもハイハイで行ってしまうとしましょう。あなたは座っ
てテレビを見ていて、そばに缶入りの冷たい飲み物があります。赤ちゃんがそれを見てハイハイし
て向かって行きます。あなたはどうしますか？

もし「言葉で止める」と言ったら：
－そう、でも赤ちゃんが手を伸ばして缶をつかもうとしています。あ、こぼれそう。どうしますか

もし父親が両親調査の時に不在だったら：
－お父さんはどうすると思いますか

赤ちゃんがもう少し大きくなって、歩いたり、登ったりして、あなたが子どもの手の届かない高い
所に置いておいた物まで（特に危ない物を）触ったり、引っぱり出したりします。どうしますか？

もし「タイム・アウトを使う」と言ったら：
どこで、どのくらいの時間で、子どもが従わなかったらどうするかなど、掘り下げて聞く。

もし「お尻をたたく」と言ったら：
－子どもが何歳になったらそれを始めるのか
－手でたたくのか物を使うのか  など聞く。

（妊娠中に調査を行った場合、これから生まれてくる赤ちゃんについて特別なことを言ったと
き以外はこの部分は割愛する。質問は出生後の面接の時にだけ行う。）

あなたの赤ちゃんを私に描写してください。この赤ちゃんはもう独特な性質を持っています
か？ それはどういう特質ですか？ 赤ちゃんが泣くときや寝つくときはどうですか？ 気性は
どうでしょう？ご機嫌な赤ちゃんですか？（例：起きているときは活発である、よく寝る、
ぐずる、落ち着いている、イライラしやすい  など。）

⑧ しつけの方法

⑨ 赤ちゃんへの想い（認識）

●しつけについて子どもの発育段階に沿ったプランを持っているか
●赤ちゃんに行動限界を教えるつもりでいるか
●体罰に代わる、適切なしつけの仕方を知っているか　など

●赤ちゃんについて愛情と暖かさを表現し、肯定的な描写をするか
●赤ちゃんについて失望していて、否定的なコメントをするか
●親がなかなか受け入れられない、または嫌いな特徴を赤ちゃんが持っているか
●親の話し言葉と、赤ちゃんに対する行動が一致しているか  など

 注意点

 注意点
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頼れる家族の支援があるか
孤立していると感じているか
誰にも頼れないと思っているか

どのような問題解決の技術を持っているか
必要があるときにどこに行ったらよいか知っているか
支援を受け入れるか

どんなストレスがこの家族にあるのか
危機にどのように対処するのか

夫婦の仲はどうか
意見の食い違いや葛藤をどのように処理するか

家族に暴力沙汰があったか
赤ちゃんは望まれて生まれてきたのか
親業を肯定的な経験として捉えているのか

赤ちゃんを“赤ちゃん”とみなしているのか “自分の持ち物”とみなしているのか  または
 “小さな大人”とみなしているのか
子どものとき、愛されて養育されたか
麻薬・飲酒・精神疾患または法を犯したことなどが、強い影響を与えているか

Parent Survey Resource Materials, GKI, 2004, pp.74～81     《　》内はヘネシー・澄子氏によるもの

妊娠していると分かったときどう感じましたか（感情の言葉を言ってもらう）怖かったですか？ 
興奮しましたか？ 幸福でしたか？ うろたえましたか？今はどのように感じていますか？ 同じです
か、変わりましたか？
お父さんの方はどうでしたか？ 今はどのように感じていますか？ あなた（がた）は産むことの他
に選択肢を考えましたか？（養子に出す、堕胎する、家族の誰かに育ててもらうなど。）

もし赤ちゃんの父親と関係を絶っていたら：
－赤ちゃんのお父さんとはもう関係がないとおっしゃいましたが、彼はあなたの妊娠を知って
いましたか？ 父親となるどんなプランを立てていましたか

もし母親が、「父親と赤ちゃんはこれからもコンタクトをとることはない」と言ったら：
－それは父親の要望か、母親の要望か

（妊娠中の面接のとき）女の子を、または男の子を望んでいますか？（出生後だったら）赤ちゃん
はあなたが望んだとおりでしたか？ 赤ちゃんは誰に似ていますか？

⑩ 愛着の絆の形成度

●妊娠中ずっと赤ちゃんが生まれることに興奮していたか
●赤ちゃんを暖かさと喜びを持って見たり、話したりするか
●赤ちゃんが男か女かということが大切で、誰に似ているかということに心を乱したり
していないか

●妊娠と出産を受け入れたのか、仕方がないと思っているのか
●母親と父親の人間関係が赤ちゃんによってどのように影響されるか
●もし父親が一緒に暮らしていなかったら、父親は赤ちゃんに対してどんな役割をして
いるのか。親として協力して子育てをするのか、このことについて、葛藤があるのか

 注意点

  面接の過程で、親との会話を通して注意する点 ：

付表 2

140



 

�  

Parent Survey Summary Worksheet 
ÆÇÈÉÊËÌ 

 
 
 
 
 

I. PERSONS PRESENT AT THE VISIT:� Í�s,ÎÏevÐvÑ 
 
 
II. PARENT SURVEY INFORMATION:� ÆÇÈÉRS 
 

 MOMÒ DADÓ  
 

  ____      1. Parent’s Childhood Experience: Ç]�yÔsÕ]m~� 
                 
                 
                 
                 
                 
 

     2. Lifestyle Behaviors and Mental Health:� Ö×ØÙÚÛP��Ü� 
 

a) Alcohol� ÝÞ 
              
                 

         
          

 
 

b) Drugs� ßiàl 
           
           
          

          
 
c) Mental Health� ��Ü� 
           
           
           
           

 

d) Involvement with Law Enforcement� áâP]ã1o 
           
           
           
           
           

ÆÇÈÉÊËÌ]äÀ(.ÆÇ£å6Ú�'0*\.®æ6P�'��´*
vç]lè6 PRC éêë,ìí´*vç]Ô]�´:�4ÃÄ]RS,7
0'( Sample Parent SurveysîÆÇÈÉÊË6�¦e'�ï90: 
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�  

 
MOM Ò DADÓ 

 

     3. Parenting Experience:� ÇI]m~ 
                 
                 
                 
                 
                 
 

     4. Coping Skills and Support System:� ��ðµñòPóôõö 
                 
                 
                 
                 
                 
 

     5. Current Stresses:� ��]�F°�,70' 
 

a) Relationship� ��\]Ð\ã÷ 
          

          
          

          
           
 

b) Housing� BU�¯ 
           
           
           
           
           
 

c) Finances� 	øùmú�� 
           

                 
                 
                 
                 

 

d) Other(s)� �]¥]�F°� 
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 MOMÒ  DADÓ 
 

     6. Anger Management Skills:� ûo]üµñò 
 

a) In Current Relationship� ��]��ã÷,ý0' 
           
           
           
           
           
 

b) In Other Situations/Relationships� �]¥]�¯þÐ\ã÷� 
           
           
           

          
          

 
     7. Expectations of Infant’s Developmental Milestones and Behavior: 
� � � � � � � � � � � � �Ñ��]����PÚÛ,ý3*	
 
 

a) Walking� �Ú 
           
           
           
           
           
 

b) Toilet Training� l�]e73 
           
           
           

          
          
 

c) Crying Baby� �Ñ��]��P,70' 
           
           
           
           
           

    

d) Spoiling� �þ2´�P,70' 
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 MOMÒ DADÓ 
  

     8. Plans for Discipline:� e73]ø� 
  

a) How� y]��,e73*2 
          

          
           
           
           
 

b) When to Begin� 072/�ç*2 
           
           
           
           

  

       9. Perception of New Infant:� �Öº,�´*�0(��) 
                

           
                 
                 
                 
 

          10. Bonding and Attachment:� ��]�]��� 
  

a) How felt when first found out about pregnancy� qr6�ç'�
�vP�]� ( 

           
           
           
           
 

b) How feel about baby now� !(y]��,"#'0*2 
           
           

                 
                 
 

TOTAL SCORES:� +ø$ 
 

MOM ÒÇ   DADÓÇ    
 

PARENT’S STRENGTHS:� ÆÇ]%�ù&Q 
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t����®�F]'()* 

  
 
 
 
 
 
 
#1:  � ÆÇ]Ö_nP�yÔsÕ]+, 
$- 
(0) 

a) õ.6`3v�PG�0 
b) ý/vv�(60Ã8.�ï3�vv0'1G2/�2�v) 
c) 07Ô�5,0'�4'.�R]�Ô�v�_6e'�4*ÇG3Ð�Ô0v 

 
(5)    a37�Ô&'()45 5$): 

a) 70ÃÄ.�)v(4�F.5.6�y�ý/6vv24vG.7(2/�2�
v 

b) �]89:];<]þo2v��yÔ,=y0>Q6õ~9?.7þ@@A54
G2�v(ýB]Ä,CD9?*EF]Ä,G2?*�y) 

c) 3H2IH]	J�_'/4.3Ð�Ô�R]�Ô�v�_]e2v]æK�]
ÇI6(07Ô0�2�v2Ôe4�0G)e'�4*ÐG0v 

d) LMG@õÀN
6�3*]6äOev 
e) PQ]ÆÇ]RS(TU�N
)6äOev 

 
(10)      (37�Ô&'()45 10$) 

a) �)v(lV6l0'W�X.@@A54.YG2*@õÀZ[6`3'e73
/4v 

b) 4�F];³��.\]^._.��`�yav0lV�Z[6`3'e73/
4v 

c) IHÃÄ]	J�_'/4v(b�c-]dÇef) 
d) 3H2IH]	J�_'/4vG.�R]�Ô�v�_æK�]ÇI6e'�4
*ÐG0�2�v 

e) gà���ÀN
6`3v(b�h°�iþjkl�mn69?/4v�y) 
f) 	o(pq/�0)6rosev 
g) PQ6	
]tu0vwxPyzev� ({w�]3Ô].|}Ô].~0��y

]��) 
h) «ÀN
6õ~ev 
i) �yÔ]P�	J2/C4'Ö×ev (Ü�94').)v(�'/4v 
j) �Ç)v(ÆÇPÔG�����)v(ßi����&*	J�_�v 
k) �yÔsÕ6t��'0�0x 

 
 
#2:  Ö×ØÙP��Ü� 
$- 
(0) 

a) ��94v�PG�0:&�'Ô30ï3]��(��sÕ]����y)�.�
Ð��6�)�0 

b) ßi6�lev�PG�0 

�]'()*(.��®�F6´*!�"�9�vÑG.�
Ñ��]ÆÇ]%�P�42/�5�5�/�0n�6��À
,P/�*�PG��*��,�/4vÔ]�´:�]��]
���( Great Kids Inc.,&o)´: 

付表 4

145



2 
 

c) ij63�ï3�ev 
d) ýÞ6Ý)�0.)v(3 3��.	
G�46���e'0�0� (e'0
v/ 5$) 

e) sZ.32�30�/0 �G.	
(�46���e'0�0� (e'0v/
5$) 

f) ��w¡6¢ÊPev�PG�0 
 
(5)      (37�Ô&'()45 5$) 

a) 30ÃÄ]£¤¥¦2�0��§Ú.�Ð��(b���]¨©�y)G&* 
b) qrJ(ßi6�le�2�vG.30ÃÄßi6�lev�PG&* 
c) 3 3�ÃÄýÞ6Ýª.)v(3«�30ÃÄ �¬/�� (	
G�46�
��e'0v/ 10$) 

d) Ã.)v(��Ö×Ä]��]®¯]vç,���w.°¡±�.)v(°µ
²]ÔP,¤�'0*G.��³´]µ¡���.iþN¶6¢ÊPe�0 

e) (I�ÃÄ)·¸e'¹Öe'0*G.8¡]���mnG&�v 
(1) ���6rose'-0��94v 
(2) �Ð��6�ev(b�ºOP»Ú.¼½6 �v&©�y) 
(3) ¾¿�.ÀÁ�,Â¿94v 
(4) ßi]àl 
(5) a�] àÀÝÞ)v(�������� 
(6) ��Ã¶N¶n.)v(%	,1v*��w¡t� 

 
(10)      (37�Ô&'()45 10$) 

a) ��ÚÄGÅ«9e'0* 
b) ÝÞþßi]ÆÇ8�ÈÉ.ºO.©Q.a�.ÊË.ÌÐ.¥Í]ÎÏ��Ú
Ä�y�.Ð�(�] 2�Ã±))v(��ÀÁ�,Â¿94'0* 

c) Ñ�`Ò�.Ó�Ô.ðÕi¥Í�l�y]ßi]àl 
d) ��ßi6�le'0��'Ô.Ö×,a�]kl]mn)v(µ¡6rose
`3v�PG&*� (ØÙ��������(0ÚevG.Ö×,klP0Ú6
rosev) 

e) qrev2y�2�/��'Ô.qrÛÜ2/Q'.qrJ,ßi6�lev 
f) ��Å«À�a�]ÝÞ.)v(��������,��'0* 
g) ��(ÝÞ6e'0'Ô.�����kl6rosevmnG&* 
h) W	À)v(sZ]ÝÞùßi�lG07Ô»òÞß,�* 
i) ����³´]àá)v(�âG94'0*(b����w2/]ðÕi6Ý�
�0*.)v(��Ã¶N¶nG&*) 

j) ��³´]Ã�GÅ«9e'0*ab����w2/]ðÕi6Ý��0*.)
v(��Ã¶N¶nG&*) 

k) ã+HÈ�.ä§ÃÅÀÚÛåæ.�7Ã�y]�ânG&* 
 

 
#3:  ÇPe']m~ 
$-� � � �  
(0) 

a) ¹çº]èé,°6T�'0* 
b) (N
]¤S694v�PG��)ºêë¤�,221�v�PG�0 

�  
(5)      (37�Ô&'()45 5$) 

a)  ��]N
�ºêë¤�,¤S94vì3sÜ�þdÇef(94�2�v.
)v(�yÔG	J2/��C94�2�v 

b) �yÔ]�¥Í]i6�le'0*.)v(�lev�PG&* 
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(10)      (37�Ô&'()45 10$) 

a) N
ù�¿�í�Ôºêë¤�,¤î94vG.�yÔ(	J2/C94'0�
0 

b) a�]N
ù»¼�ºêë¤�,¤î94'0* 
c) �]�Ñ��]LïG.ÇGt�e'0*P�,�ðV%�»��0* 
d) �yÔvÑG	2/��C94'.�ñþdÇò,ó¿94'0* 
e) �yÔG¥Í]i6Ýª�P6ôe'0* 
f) ÆÇ]yÑ/2G.Ã]¨=)v((Çõ�)ã÷,&�vÐP]\,Ö)4v
�yÔ6N
ù�¿6evPö14'0* 
 
 

#4:   à]��®¯÷øPóô�ù 
$- 
(0) 

a) úL3Ð]Ç
PûGü0(b�W	À,§�vo.aÊ���G&�v/ý*
�PG��.ý�'0*) 

b) ��]Ö×,þ�e'���&* 
c) ¥]ÐvÑPW	À,§�'(�302�4ÃÄ)�e��0* 
d) ��`���(�	),�4*Ð]�637ÃÄ&
/4.��,��v�PG
&* 

e) YZG&o£¤]��G&* 
f) �n,0vm~G&*2.�n6����e'0* 
g) ��]&*#nG&* 
h) qrÛÜ,(12�\Ã±)Ã¶,Ú�.3�evqrw¡t�6`3v 

 
(5)      (I7ÃÄ&'()45 5$) 

a) Ç�PÇe�(�0G.��({e'0�0 
b) !]Ö×,VþG&*G.�4(3sÀïP��'0* 
c) ¥]ÐvÑP§�'�eªG�30�o��0 
d) ��`���,�*Ð(v�v3Ðï3ïG.�]Ð6��,��v�PG&*�  
e) YZ2£¤]��G�0� )v(ÆÕPÔ�0 
f) bc6dIe'0�0� )v(J�dIÃÄ]�nG�0 
g) Ö×Ä]�F°�,�ð´*�e96Ze'0* 
h) qrw¡t�6`3*]Gu2�v(PÛÀ, 5$) 
i) Ã(èWev�n,0'0vG!(H#e'0'.�n6�e'0�0 

� � � � � � (ÒÇ]�+(�]MNG&45.��,�/�02Ôe4�0) 
�  
(10)      (37�Ô&'()45 10$) 

a) Ç�PÇe�����6{e'0* 
b) P'ÔV��.ÐÖ,�Ñ���0'.�4G��,¸�P��'0*2.��
]�¯G´�,�1*P(��'0�0�  

c) ¥]Ð,§��§G���nÔe'0�0 
d) ��`���,�*Ð]�6&
/4�0 
e) ��`���,�*Ð]�6&
/4*G��,��v�PG�0 
f) PQ]��(PQ�ðµe�345P�0.¥]ÐvÑ,ta�6��1?*x
�P6e�0 

g) Ö×]�F°�,�ð���0(b���]ßiù���î�àl.��ÚÄ.
»ò)v(��åæ) 

h) �ïµ¡94'0�0ºêN
ù�¿nG&* 
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i)  /4v��ðµñò6{´ÐÖn(b�ÊË.ÎÏ��]®�;�)þ.P!"
a]L96#e'0* 

j) qrJw¡t�6`3v�PG�0.)v((60Ã8)]��0�âÍ� 
k) Å«À,H#e'0*:#,70'Ô´�®$94*2%ç'e)� 

 
 
#5:  ��]�F°�O 
$- 
(0) 

a) E�F��(TU�)P]3�evóôÀÐ\ã÷6#�e'0* 
b) �F°�P�*n�6.íÔ�072�0 
c) ÆÇ\�&)o&0'0´*�PG�0:Ôe&�'Ô´�,»ò6l0(,®
¯´*e.�46��P(��'0�0(3ÐG���e'0v/ 5$) 

d) t)Q�xý*G��'Ô.+,(	
,P�'-������0 
e) U��0*	G.½�èéPQ'0* 

 
(5) (I7ÃÄ&'()*2.10$]��FG37&'()45 5$) 

a) ÆÇG&0'06´*�PG/0G.»ò(��.���e'0�0aÔe��
�e'0v/ 10$f 

b) +,(t�70xG.��P2þ�'03*P��'0* 
c) úÐ.Ç,P�'��`����(�2�vG.�e'0vÐG¼���v 
d) èWev#n(b�5Ã]�n, 1�2.�4ÃÄ%�0'0v)]Ü.úÐ
�nG01�v 

e) úÐ��1eevG.�](37]P��,3�2.�4ÃÄ%�U��0v 
f) !U��0*	þ+,(&)o)QP0��0G.�F°�(20P&�'0*  
g) AB630evG.C=þã÷6â734(.!���0 
h) /Ø�3�,Û£e'0*G.�0�ð÷ø6 �'ðµe.5694'0*�
�,"#'0�0�  

 
(10)      (I7ÃÄ&'()45 10$) 

a) ÆÇG.»ò67*�.7*1�0,ã1/(.à,89e'0* 
b) �Õ]ÇGÔ��Õ]TU�6:4'0* 
c) þ�'03�0.m;j6<�ý*G�0.	=G>��0�y.+,��G�
F°�,��'0* 

d) ?@]�0Ö×�����.Ü2/Ü2/3�GA'.ðµe�4�0P"#'
0* 

e) í02ABe'0*2.��C=(ã÷6âÑB*�P)6C�'0* 
f)  úÐ.Ç,P�'��`���ï�v�´*Ð6H�v 
g) �n6vDvD01�'0* 
h) vDvD��1e6e'0* 
i) ÆÇ,P�'UBG�F°��&*(b�3sÀ�U�.EQ+�'0*F	]
-�9,G;'UªÐ-G/´H*I.'0G&*.èé��0�y) 

j) ÇG&
*Ö×Ä]�F°��.07Ô��e'0'.ðµ���0.)v(0
�*�PG���0Ô]  

 
 
#6:  ûo]ðµ]÷ø 
$- 
(0) 

a) ûo]"R,»ò6J*1(�K´* 
b) Ç(û*PL6M
vo.N�ïo.	6ODoevo´*G»ò(J*1�0 
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面接 質問項目 

 
  

1.

 

    

2.

 

    

3.

 

    

4. 

 

    

5. 
 

    

6.

ASQ,ASQ-SE,HFIP,CRAFFT 

    

7.

? 

    

8.

 

    

9.
 

    

10.

 

    

11.

 

    

12.

 

    

13.
 

    

14.

 
 

    

15.

  

    

16.

 

    

48  
2  
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面接 質問項目

子育て支援ワーカー

 
質問 1 2  3  コメント 

2.
3.
4.

 

 

あなたの仕事の目標は何ですか？その目標をこの仕事にどのように適応させていきますか？（2年間の委託の中で探す）

あなたはチームの一員であることについてどう思いますか？
63

1.

5.

8.

9.

12.

13.

16.

17.

18.

6.

7.

10.

11.

14.

15.

19.

20.

21.
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