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子どもの虐待の予防，対応のチームにおいて，（児
童精神科医でなく）一般精神科医はどのくらい関与
しているか，そもそも関与すべきか，それならどの
ように寄与可能か。 

公刊論文においてこれについて論じたものは少な
い（医中誌，Science Directほか）。 

子どもの虐待の予防，対応において，一般精神科
医の出番は少ないのであろうか。あるとすれば，そ
れはどこに？ 

 （結論の先取り）「特定妊婦」（及びその家族）への
関与は精神科医が役立てる重要な領域である 

１ 問題の所在 



少しだけ 前おき 



身体的虐待 

虐待の４区分 

子どもの虐待とはどういうものか？ 

 叩く・殴る・蹴る・噛む，縛る・つ
るす・切る・刺す・押す・揺らす・
沈める・塞ぐ… 

 骨折・熱傷・切創・寒風にさらす・
窒息させる… 

NEGLECT 

（養育放棄・怠慢） 

 食事を与えない 

 適切な衣服を与えない 

 顕著な不潔・不衛生 

 学校に行かせない 

 受診させない 

 一人で放置する，危険にさらす 

性
的
虐
待 

 年齢的・状況的に不適切に：
見る，触る，性交する 

 Russell, Dの重度分類；Ⅰ最重

度：膣挿入，性器接吻，肛門
挿入 Ⅱ重度：膣への指挿入，
裸の胸への愛撫 Ⅲ軽度：強
制的なキス，衣服を着たまま
の意図的タッチング 

精神（心理）的虐待 

 (謂われなく)罵倒する，無視す
る，差別する，孤立させる… 



 正しいものを全て選べ。 

 児童相談所が対応した子どもの虐待相談件数は－ 

 ⑴ 1999（平成11）年に1万件を超えた 

 ⑵ 2001（平成13）年に2万件を超えた 

 ⑶ 2004（平成16）年に3万件を超えた 

 ⑷ 2007（平成19）年に4万件を超えた 

 ⑸ 2010（平成22）年に5万件を超えた 

 ⑹ 2012（平成24）年に6万件を超えた 

 ⑺ 2013（平成25）年に7万件を超えた 

「ブーム」で増えているのではない?! 

正解 全部○ 



子どもの虐待防止研究会(H6/4月) 

児童虐待の防止等に関する法律(H12/11月) 

YA事件(H13/1月) 

岸和田事件(H15/11月) 

栃木兄弟虐待殺害事件(H16/9月) 

児童福祉法改正(H16/11月) 

H19（2007）年度から４万件を超える 
H25(2013)年度 ７万件超 

2014公表分 



A-1 青年期以降発症する様々の精神科

病態が，かつての児童期虐待被害
と関連しているから。 

 その関連性や症候の特徴を知って
おくことは有益である。 

２ 一般精神科医が関与すべき理由 



目 的：著者らは，一般人口における精神症状の生涯発生率を調査し，5つの精神科障害に
ついて，児童期身体的虐待または性的虐待の体験を報告した群とそうでない群における有
病率を比較した。 

方 法：統合国際診断面接 Composite International Diagnostic Interview 修正版と児童期
虐待に関する自記式質問票を，オンタリオ州在住の15歳～64歳の確率標本である7,016名
に実施した。 

結 果：児童期身体的虐待歴を報告したものは，不安障害，アルコール乱用/依存症，反社
会的行動の生涯有病率が有意に高く，虐待歴を報告しなかった群より一つまたは複数の
障害を有する傾向があった。身体的虐待歴を報告した女性は，非報告群より，大うつ病性
障害および違法薬物乱用/依存症の生涯有病率が高かったが，これは男性には該当しな
かった。児童期性的虐待歴報告者はまた，女性が呈しうるすべての障害が高率であった。
男性においては，性的虐待歴報告群においていずれの障害有病率も高まる傾向が見られ
たが，統計学的有意差を示したのは，アルコール乱用/依存症及び何らかの精神障害を有
した者の率だけであった。児童期身体的虐待歴と精神症状の生涯有病率との関連性は,不
安障害以外のすべてのカテゴリーにおいて，男女差があった。統計的有差はなかったが，
こうした男女差の傾向は，児童期性的虐待歴の報告者にも認められた。 

結 論：児童期虐待歴は，精神症状（障害）の生涯有病率を高くする。この関連性は，男性
よりも女性において強く認められる。 

児童虐待被害者では精神障害の生涯有病率が高くなる
（MacMillan HL, et al，2001） 

MacMillan HL, et al.: Childhood Abuse and Lifetime Psycho-pathology in a Community Sample. Am J Psychiatry 158: 1878-1883, 2001 

結 論 

児童期身体的，性的虐待歴は，精神症状（不安障害，大
うつ病性障害，アルコール乱用/依存症，違法薬物乱用/

依存症，反社会的行動）の生涯有病率を高くする。この
関連性は，男性よりも女性において強く認められる。 



トラウマ（幼少期虐待） ⇒ 小児期からの問題行動 

虐待と問題行動の関連性のうち，ほぼ一貫した知見が得
られているもの 

（１）性的虐待 

 → 性的行動化［人形を用いた性的遊戯 性器への

異物挿入，過剰なマスターベーション，誘惑的
行為等］ 

（２）身体的虐待 

 → 攻撃行動 
 

［Wekerle C et al: Childhood Maltreatment. In (ed.) Wedding D et al. Series Advances in Psychotherapy 
- Evidence-Based Practice. Hogrefe & Huber Publishers,  Cambridge, Massachusetts, US ］ 



 Herman（1992）1） 

 成人がその生活において外傷をくり返しこうむれば，すでに形成されている人格構造
が腐蝕されるけれども，児童期に外傷をくり返しこうむれば，この外傷が人格を形成
し変形する。（中略）境界性パーソナリティ障害（BPD）という診断用語は・・・高級な学
問の装いの下で人を中傷する言葉に過ぎない。 

 Kolkら（1996） 2） 

 児童期虐待被害者が後に生じやすい臨床症候群は，解離，身体化，感情制御障害
の3種があると報告した。これらが重複的に認められると，現在は廃止された「ヒステ

リー」の下位病名でもある身体化障害，解離性障害，および境界性パーソナリティ障
害，多重人格障害と診断されやすい。 

 Krystal（1997） 3） 

 これらはいずれも，親密関係における特有の困難を有するというパーソナリティ上の
特徴を基礎にしている。 

トラウマ（幼少期虐待） ⇒ パーソナリティ障害/神経症 

1） Herman JL: Trauma and Recovery. Basic Books, New York, 1992.［中井久夫訳：心的外傷と回復．みすず書房，東京，1996］ 
2） van der Kolk BA: The complexity of adaptation t trauma; self-regulation, stimulus discrimination, and characterological development:(ed) van 

der Kolk BA, Macfarlane, AC, Weisaeth L. Traumatic stress. The Guilford Press, New York, 1996.  

3) Krystal, H.: Affect Regulation and Narcissism: Disorders of Narcissism. (ed.), Ronningstam, EF. American Psychiatric Press, 

Washington DC, 1997 



 北海道南幌町の住宅で１日未明，住人の事務員の
女性（４７）とその母親（７１）が殺害されているのが
見つかった事件で，道警は同日，事務員女性の三
女の女子高校生（１７）を殺人容疑で緊急逮捕し，
発表した。 

 発表によると，女子高校生は自宅で，２人に刃物で
切りつけるなどし，殺害した疑いがある。女子高校
生は，自宅敷地内の離れで暮らしていたという。 

 
［朝日新聞WEB 2014年10月1日16時58分］ 

女子高校生を殺人容疑で逮捕 
北海道の女性２人殺害 



母・祖母殺害容疑の17歳，同級生ら1万人が嘆願書 
北海道南幌町で2014年10月，母親（当時47）と祖母（同71）を
殺害したとして高校２年生の三女（17）が逮捕された事件で，

同級生らが４日，三女の処遇に配慮を求める嘆願書と約１万
人分の署名を札幌地検に提出した。［朝日新聞WEB：2014年
11月5日05時19分］ 

http://www.asahi.com/articles/photo/AS20141104004387.html


ストレス反応性の遺伝情報修飾機構 
雌ラットの示す母性行動には幅があり，殆ど面
倒をみない状態から充分な毛繕ろいをする状
態まで様々である。生後早い段階での母性の
差によって，その後のストレス反応性に長きに
わたって変化を及ぼす。 

a）面倒を見てもらえない子ラットの海馬領域の
転写因子NGFI-A（神経成長因子誘導タンパク
質A） の量は少なく，この脳領域内で糖質受容

体遺伝子の上流調節領域に結合しないため，
その部位がメチル化される結果となる。海馬領
域における遺伝情報に対する修飾は持続し，
糖質受容体の発現は低いままで成人してから
の性質に影響が出る。即ち，糖質ステロイドで
あるコルチコステロンの基礎値とストレス負荷
後変化が高くなり，不安行動が増加し女性では
自分の子の面倒をあまりみなくなる。 

b）よく面倒を見てくれる母親に育てられた子供
では，海馬領域に充分量の転写因子NGFI-Aが
発現されており，メチル化される隙を見せない
ため，同領域で豊富な糖質受容体を発現させ
ることが出来る。これによって成人後も糖質ス
テロイドの基礎値とストレス負荷後変化が低く，
不安行動は少なく女性では自分の子供の面倒
をよくみるようになる。 

ICG Weaver, N et al.: Epigenetic programming by maternal behavior. 
Nat. Neurosci. 7, 847-854 (2004) 



ストレス反応性の遺伝情報修飾機構 
雌ラットの示す母性行動には幅があり，殆ど面
倒をみない状態から充分な毛繕ろいをする状
態まで様々である。生後早い段階での母性の
差によって，その後のストレス反応性に長きに
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a）面倒を見てもらえない子ラットの海馬領域の
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b）よく面倒を見てくれる母親に育てられた子供
では，海馬領域に充分量の転写因子NGFI-Aが
発現されており，メチル化される隙を見せない
ため，同領域で豊富な糖質受容体を発現させ
ることが出来る。これによって成人後も糖質ス
テロイドの基礎値とストレス負荷後変化が低く，
不安行動は少なく女性では自分の子供の面倒
をよくみるようになる。 虐待の連鎖には生物学的要因もある 



被虐待児童に見られる暴力の反復における遺伝子型の役割 
Avshalom Caspi, et al.（2002） 

Avshalom Caspi, et al.: Role of Genotype in the Cycle of Violence in Maltreated Children. Science 297, 851, 2002 

 背景：MAO-A欠損男子が集積したオランダの１家系の報告（1993）－MAO-Aと
攻撃性が関連している 

 対象：ニュージーランドのDunedinに生育した1037名のBirth Cohortのうち研究
に参加同意し，MAO-A遺伝子型を特定した442名） 

 追跡調査：3歳から26歳まで約2年おきに10種類の評価尺度により追跡調査 

 アウトカムとしての反社会的行動の表現型：①素行障害の診断基準（DSM-
Ⅳ）に合致するもの，②26歳までに暴力的犯罪により有罪判決を受けたもの
（警察資料参照），③暴力傾向（26歳時点での心理評価），④反社会性パーソ
ナリティ障害の特徴（26歳時点で，対象者に「あなたをよく知る人」を指名して

もらい，その人たちから収集された情報から評価した）。すべての反社会的行
動の指標について，反社会性パーソナリティ障害に発展する上で，虐待の影
響はMAO-A低値群で有意に高かった。高値群では虐待の影響は有意ではな
かった。さらに，反社会的行動の総合指数は，低MAO-A値群と高MAO-A群と
で，子ども時代の虐待の影響に差があることを示した。 



1 

Avshalom Caspi, et al.: Role of Genotype in the Cycle of Violence in Maltreated Children. Science 297, 851, 2002 



被虐待児童に見られる暴力の反復における遺伝子型の役割 
Avshalom Caspi, et al.（2002） 

Avshalom Caspi, et al.: Role of Genotype in the Cycle of Violence in Maltreated Children. Science 297, 851, 2002 

 背景：MAO-A欠損男子が集積したオランダの１家系の報告（1993）－MAO-Aと
攻撃性が関連している 

 対象：客観的指標による被虐待児442名（ニュージーランドのDunedinに生育） 

 追跡調査：3歳から26歳まで約2年おきに10種類の評価尺度により追跡調査 

 アウトカムとしての反社会的行動の表現型：①素行障害の診断基準（DSM-
Ⅳ）に合致するもの，②26歳までに暴力的犯罪により有罪判決を受けたもの
（警察資料参照），③暴力傾向（26歳時点での心理評価），④反社会性パーソ
ナリティ障害の特徴（26歳時点で，対象者に「あなたをよく知る人」を指名して

もらい，その人たちから収集された情報から評価した）。すべての反社会的行
動の指標について，反社会性パーソナリティ障害に発展する上で，虐待の影
響はMAO-A低値群で有意に高かった。高値群では虐待の影響は有意ではな
かった。さらに，反社会的行動の総合指数は，低MAO-A値群と高MAO-A群と
で，子ども時代の虐待の影響に差があることを示した。 

 対象を質問紙と客観データから，①非虐待群，②中等度虐待群，
③重度虐待群に分け，MAO-A遺伝子多型の分析から，a）MAO-
A低値群とb）MAO-A高値群とに区分し，さらに反社会的行動の
発現について縦断的に観察した。 

 各因子の相互関連性を分析した結果， 

 反社会性総合指数は①<②<③であった。即ち虐待被害が高度

なほど，子ども時代または成年期以降の反社会的傾向は高まっ
た。 

 ②と③，つまり被虐待群では，MAO-A低値群の方が，反社会性
スコアは高かった。以上から，MAO-Aは，反社会的行動に繋がる

ような虐待被害による何らかの神経障害を緩和する意義を持つ
との仮説が支持されたことになる。 



A-2 子どもを虐待するのは親（大人）。 

 虐待する親には，様々の水準の精
神病理・精神科病態が認められる。 

 ＊単身，あるいは夫婦のみの生活では閾値下

にありながら，子育てによって初めて表面化す
る精神病理も少なくない 

２ 一般精神科医が関与すべき理由 



A １）親の精神医学的評価 

 ２）親の精神科治療 

 ３）家族の力動的診断 

 そして・・・ 

 ４）親（家族）への対応に関する助言 

 １），３），４）はネットワーク会議（要対協個別会
議など）で貢献しやすい役割 

３ 一般精神科医が貢献可能な領域 



モデル事例 

－子どもは一人では守れない－ 
    

多機関多職種ネットワークの 

要としての要対協事例検討会 



そうですか。 

（一般的な診察をしながら） 

ベッドの高さはどれくらい？ 

…60cmくらいでしょうか 

ベッド柵はついていなかったのですか？ 
床は畳ですか？カーペット？ 

…フローリングです。柵はあったんです

が，ガタガタいじって自分で下げちゃっ
たんです。友だちからのお下がりなんで
ねじが緩んでたみたいなんです 

…（母の後ろで父はいらいらした態度） 

 念のために頭のCT（MRI）を撮りま
しょう。 

あの，昨日の夜ぐずってなかなか
寝てくれず，ベビーベッドの中で
動き回ってたんです。そのうちド
スンと大きな音がしたので，見る
とベッドから転げ落ちた様子で大
泣きしていました。 

出血したり怪我した様子はなかっ
たのでそのまま寝かせましたが，
夕方になってぐったりした様子で
ミルクも飲まないので心配になっ
て受診しました。 

モデル事例（D男くん） 

10か月男児。つかまり立ちするようになった時期。今朝か
らぐったりして元気がないということを主訴に，20時ころ
両親（A子さん/B夫さん）と救急外来を受診。 



CT所見：慢性硬膜下血腫 

 

次にするべき検査や処置は？ 
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て受診しました。 
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10か月男児。つかまり立ちするようになった時期。今朝か
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CT所見：慢性硬膜下血腫 

 

次にするべき検査や処置は？ 

 眼底所見（眼科医による） 

 全身骨写真（ベビーグラムは不可） 

 血液凝固能検査 

あの，昨日の夜ぐずってなかなか
寝てくれず，ベビーベッドの中で
動き回ってたんです。そのうちド
スンと大きな音がしたので，見る
とベッドから転げ落ちた様子で大
泣きしていました。 

出血したり怪我した様子はなかっ
たのでそのまま寝かせましたが，
夕方になってぐったりした様子で
ミルクも飲まないので心配になっ
て受診しました。 

モデル事例（D男くん） 

10か月男児。つかまり立ちするようになった時期。今朝か
らぐったりして元気がないということを主訴に，20時ころ
両親（A子さん/B夫さん）と救急外来を受診。 



医学的所見のまとめ 

 身長 72cm 体重 8,520g 

 頭囲 45cm；傾眠がちだが， 

 その他のバイタルサインは安定 

 背中と大腿部の2箇所に浅い擦過傷 

 CT所見：慢性硬膜下血腫 

 眼底所見：網膜出血等なし 

 全身骨写真：骨折所見なし 

 血液凝固能他血液所見：正常範囲 

→「入院して様子をみましょう」 

母の後ろで父が「家で寝かしと
いちゃだめなのかよ」と小声で
漏らす。母は目配せして宥める
態度。 

モデル事例（D男くん） 

10か月男児。つかまり立ちするようになった時期。今朝か
らぐったりして元気がないということを主訴に，20時ころ
両親（A子さん/B夫さん）と救急外来を受診。 



ええ…まだ小さいお子さんだから，
慎重に診た方が… 

あの，すごく元気になってきたん
ですけど，いつまで入院していな
くてはいけないんですか？ 

 
 

…「慢性」というのが気になるなあ。
フローリングの床に60cmの高さか
ら転落して脳出血というのも…でも

今さら「虐待の疑い」なんて言いに
くい… 

モデル事例（D男くん） 

脳外科医の併診を受けて保存的治療を開始。3日後に意識清
明となり，ミルクを飲むようになった。2週目頃から血腫は
縮小傾向を見せ，その後も順調に回復していった。 



 脳外科医のコメント：慢性硬膜下血
腫の原因は特定できないが，分娩時
から乳児期早期にかけての軽微な外
傷がきっかけとなり，軽度の急性硬
膜下血腫が形成され，この吸収の遅
れと再出血が繰り返されることで現
在の状態に至ったという可能性が考
えられる。虐待は否定できないが，
低酸素状態や熱性けいれんによる２
次性出血の可能性も考えられる。 

 入院期間は一ヶ月を超え，身体的に
は退院可能な状態になっている。 

あの，すごく元気になってきたん
ですけど，いつまで入院していな
くてはいけないんですか？ 

 

モデル事例（D男くん） 

脳外科医の併診を受けて保存的治療を開始。3日後に意識清
明となり，ミルクを飲むようになった。2週目頃から血腫は
縮小傾向を見せ，その後も順調に回復していった。 



あの，すっごく元気なんですけど，
何か問題あるんですか？ 

まだ入院していなくてはいけない
んですか？ 

…そうですねえ 

脳外科の先生のコメントでは「虐
待の疑いが濃厚」というわけでは
ないし，母親は面会にも毎日のよ
うに来て可愛がっているようだし，
子どもの方も母になついているか
ら，まあこれ以上退院を引き延ば
すのは難しいかな… 

モデル事例（D男くん） 

脳外科医の併診を受けて保存的治療を開始。3日後に意識清
明となり，ミルクを飲むようになった。2週目頃から血腫は
縮小傾向を見せ，その後も順調に回復していった。 



モデル事例（D男くん） 

脳外科医の併診を受けて保存的治療を開始。3日後に意識清
明となり，ミルクを飲むようになった。2週目頃から血腫は
縮小傾向を見せ，その後も順調に回復していった。 

→［病棟カンファレンスで］もう一度
CTを撮って再発していなければ退院の
予定とします。 

（小児科ナース）先生，そういえばこ
の子のお姉ちゃん，去年やけどで皮膚
科救急から入院してきてましたよね…

たしか2歳くらいで… 

知りませんでした…（もっと早く教え
てよ!!） 

（小ナ）家族のこと，市のスタッフに
お聞きしてみたらいかがですか。 

担当医が全部一人で評価し，
判断するのは・・・ 
とても無理 



小児頭部外傷の「虐待由来性」の評価＊ 

 条件１：頭部外傷所見 

 外傷性脳損傷，硬膜下血腫，硬膜外血腫，くも膜下出血，脳浮腫，
脳挫傷など。頭蓋骨骨折のみの場合は除く。 

 条件２：問診，他の身体所見 

a. 受傷機転不明 

b. ［親が］軽微な外傷（１m以下の高さからの転落）と説明し，さ

らに受傷状況に関する話の内容が変化したり，発達に一致しない
外傷状況を述べる 

c. 不自然な長管骨の骨折，または古い骨折 

d. 不自然な軟部組織の損傷 

e. 虐待者本人または他者からの虐待の申告 

 判定方法 

 条件１のみ（＋）の場合は事故による外傷を疑う 

 条件１（＋）かつ条件２のａ～ｅのうち，いずれかを認める場合
は，虐待による外傷（を強く疑う） 

＊青木一憲ほか：2歳未満の虐待が疑われる頭部外傷の臨床的特徴. 日小児会誌 113: 1814-9. 2009 



子どもの安全確保のための事例検討会 

 「医学的診断」は虐待行為評価
の「決定打」になりうるが，
「グレーゾーン」例を判別しき
れない＊ 

 「社会的診断」は「状況証拠
（リスク要因）」として重要だ
が，「決定打」にはなり難い 

 虐待と判定しづらい事例にどう
対応するか 

＊医療者は今でも，しばしば波風立たぬ方に判断しがち 
「どちらの可能性を重視すべきか」という視点を忘れない 



CPT(Child Protection Team)マニュアル：厚生労働科学研究費補助金（子ども家庭総合研究事業）：虐待対応連携における医療
機関の役割（予防，医学的アセスメントなど）に関する研究（主任研究者 奥山眞紀子） 

「疑い事例」を見逃さず追跡する 



子どもの安全確保のための事例検討会 

 関係診療科の医師，看護師，助産師等と
CAPS委員から成る院内スタッフと，児童
相談所，保健所，市の子ども福祉関係部署，
生活福祉部署，保健センター等から成る 
地域スタッフが集合。「要保護児童地域対
策協議会」個別会議を兼ねることも多い 

 医学的情報のみならず，社会的情報（家族
関係，親の生活史情報，経済状況，学校か
らの情報）など，子どもを囲む生活情報が
統合される場 

 「虐待」と判定できなくても，情報量を増
やし，支援方法を改良するためのフォロー
アップ態勢を構築可能 
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C子の妊娠初期に離別 
（失踪） 

アルバイト，現在無職 

徒歩5分くらいの距離 

D男 
10M 

 A子 22歳 

 流産1回，中絶1回（保健センター） 

 妊検不定期受検（保健センター） 

 精神科的問題：摂食障害，自傷行為，パニッ
ク発作の既往（保健所から紹介されて受診） 

 Xクリニック通院中 → 当院精神科へ転院 

 第２子妊娠中も向精神薬服用継続 

 18歳から家出のような形でアパート暮らし 

 子ども家庭の関与後，生保受給勧奨拒否（管
理されたくない） 

 保健師の家庭訪問忌避（監視されたくない） 

 D男 １０ヶ月（慢性硬膜下血腫） 

 他院産科で出産：2,600g，ApS 6/8 

 向精神薬子宮内曝露の影響：出
生時筋緊張低下，啼泣弱 → そ
の後回復（フェノバール投与） 

 ミルク栄養 

 C子 ３歳５ヶ月 

 保育園に入っているが，
通園は不規則。自己負
担費用がなかなか都合
できないと述べていた
（保育園） 

 ２歳時に背中のⅡ度熱
傷のため当院入院歴 

D男の妊娠発覚後 
Bと結婚 

 フルタイム勤務（営業職） 

 A子一家に対する現在の経済的
支援は今後困難と表明 

 飲食関係の仕事 

 A，Bへの支援の意志不詳 

モデル事例 家族背景 



要保護児童地域対策協議会 

 要対協は，虐待を受けた子どもを始めとする
要保護児童等に関する情報交換や支援を行う
ために協議を行う場。 

 平成16年改正児童福祉法において法的に位置
づけられた。 

 設置主体：地方自治法第1条の3に規定する地
方公共団体が設置することができる（身近な
市町村）。 

 対象児童（児童福祉法第25条の二第2項） 

 児童福祉法第6条の3に規定する「要保護児童

（保護者のない児童又は保護者に監護させる
ことが不適当であると認められる児童）」。
虐待を受けた子どもに限らず，非行児童など
も含む。［ → H20～ 特定妊婦が含まれる］ 



要保護児童地域対策協議会 

［最終改正版（2014年）］ 

 要対協における支援対象者［第25条の二-2］ 

 ① 児福法第６条の三第８項に規定する「要保護
児童（保護者のない又は保護者に監護させること
が不適当であると認められる児童及びその保護
者） 

 ② 児福法第６条の三第５項に規定する「要支援
児童（保護者の養育を支援することが特に必要と
認められる児童（要保護児童に該当するものを除
く 」及びその保護者） 

 ③ 児福法第６条の三第５項に規定する「特定妊
婦（出産後の養育について出産前において支援を
行うことが特に必要と認められる妊婦」） 

 上記①，②，③を「要保護児童等」と総称 



医療・公衆衛生 

母
子
保
健 

保健所 

学 校 

ネットワークにおける関係の構図 

NPO 
(子どもの虐待防止センター等) 

警 察 
病 院 

小児科 

産婦人科 

精神科 

保育所や幼稚園 

養護施設 

乳児院 

家庭裁判所 

児童福祉審議会 

中央/都道府県/市町村
（諮問委員会） 

福祉事務所 

県(町村部)/市 

市町村担当課 

児童家庭相談センター 

児童青年期精神医療 

（被虐待児の治療） 

啓発，社会運動 

(情報の集積/教育的普及/ 

法律制定への圧力) 

行
政
執
行
機
関 

民生(児童) 

委員 

司 法 

法
的
執
行
力 

加害親への治療的対応 

養育指導 

http://www.lively.co.jp/lzh/U29-2..EXE


４ 医療機関CAPSから地域ネットワーク
にどのように貢献できるか？ 

 －院内CAPSの活動を通じて－ 



「子どもの虐待対応委員会」発足の経緯 

2012年4月院長（精神科医）からの指示 

2010年7月施行の改正臓器移植法に則った

「小児からの臓器移植」を実施するためには院
内にCAPSが常設され活動していることが必要 

それまで院内CAPS設置には病院管理職は積
極的ではなかった 

 （管理職からの指示によって動く容易さ） 



 

３ CAPSの役割 

1） 当院で診療を受けた以下のような事例に関する事例検討会を実施し，関係機関との連絡調整を行う。 

① 子どもの心身の傷害（障害）が虐待により生じたことがわかった事例 

② 子どもの心身の傷害（障害）が虐待により生じたことが疑われる事例 

③ 両親の養育能力等に顕著な問題が認められ，子どもの健全な養育に大きな支障が生じる可能性が疑われる事例（出産
前の特定妊婦，ハイリスク家族を含む） 

2） 児童虐待事例（疑い事例を含む）の報告書（別紙様式参照）を整理・保存する。 

3）  院内で行われる関係機関との合同検討会（要対協個別会議等）に参加して関係診療科に協力する。 

4） 児童虐待の発見，対応に関する教育研修会を企画実施する。 

5） 臓器提供可能な脳死状態の児童が院内に生じた際は，児童相談所等関係諸機関と情報交換し，当該児童が虐待被害
を受けていなかったかどうかに関する調査に協力する。この際の対応は「臓器移植を想定された脳死下児童の調査基準
細則」に従う。 

４ 病院職員の役割 

1） 受診者の中から虐待を受けた児童を発見した者は，対応フローチャート（別紙）を参照して対応した後に，虐待対応委員
会に報告する。疑い例についても報告書を提出し，担当診療科の医師，看護師等は院内事例検討会に参加する。 

2） 被虐待児童が発見された際は，速やかに児童相談所に通告する。課業時間内であればCAPSを経由して関係機関に通
告することもできる。その後児童相談所や要保護児童対策地域協議会（以下「要対協」）等に協力を要請された際には，
参加あるいは情報提供する。 

3） 当院通院・入院中の患者児童に関する児童相談所や保健機関からの情報照会には，速やかに回答する。 

防衛医科大学校病院 CAPS 規定（抜粋） 



どうして出生前の妊婦を 
支援対象としたのか 

 虐待による死亡事例は乳児期（とくに
１か月以内）に多く，妊娠期にすでに
様々の問題が現れていることが多い 

 妊娠初期からの支援開始により虐待お
よびそれ以外の子育て困難に対しても
円滑に支援可能になった［標語：切れ
目のない出産・養育支援］ 



妊娠期からの総合的支援［厚労省通知文書］ 

 厚労省→日本産婦人科学会（妊娠・出産・育児期に養育支援を

特に必要とする家庭に係る保健・医療・福祉の連携体制の整備
について：H23年7月） 

 厚労省→日本産婦人科医会（児童虐待の防止等のための医療機
関との連携強化に関する留意事項について：H24年12月） 

 厚労省→日本小児科学会（児童虐待の防止等のための医療機関
との連携強化に関する留意事項について：H24年12月） 

→ 「特定妊婦」に関する対応や関係機関と情報交換の促進 

→ 日産婦医会は「妊娠等について悩まれている方のための相談
援助事業連携マニュアル（H23.10月）」を作成頒布 

→ 日本小児科学会は「子ども虐待診療の手引き（第2版 2014.3

月）」を作成頒布 



 子どもの心身の傷害（障害）が虐待により
生じたことがわかった事例 

 子どもの心身の傷害（障害）が虐待により
生じたことが疑われる事例 

 両親の養育能力等に顕著な問題があり，子
どもの健全な養育に大きな支障が生じる可
能性が疑われる事例（特定妊婦／ハイリス
ク家族） 

 以上につき事例検討会を開き，ケースワー
クを支援します 

当院 CAPS の対象 



当院周辺の産科医療態勢 

周辺地域に以下のような妊婦に対応する医療機関が
少ない 

 心身の合併症（とくに精神科疾患）を持つ妊婦 

 若年妊婦，未婚妊婦 

 妊婦健診未受診妊婦，救急（飛び込み）出産 

⇒ これらは，しばしば「望まない妊娠」であり，子育て
環境を準備できない／する意欲が希薄な家庭 

⇒ 出産後の養育不全，虐待生起ハイリスク家庭 

 CAPS設置以前から，産科助産師を中心に地域保健・福
祉機関との連携が行われていた 



 報告事例（2013年2月～2015年1月；42事例）から 

 身体的虐待の報告例が少ない［4/42例］（←教育啓発不足？） 

 特定妊婦の報告例が多い：30/42例，11例は病院からそのまま一
時保護，または施設処遇された。当院への一時保護委託は4例。 

 精神科受診歴のあるものは16/42例（明らかなSZは１例） 

 産科病棟（助産師）を中心に，ハイリスク妊婦に関して市町村と情
報交換する習慣があったが，児童福祉に関する制度的理解は不
十分であった 

 母子保健の枠内における対応を主体とし，精神科医療との積極的
連携の意識は，院内にも地域保健福祉にも乏しかった（→ 妊産婦
対応の精神科リエゾンチーム立ち上げ） 

CAPS 活動開始後わかったこと 統合失調症診断を受けているものが4名いたが，2名
はパーソナリティ障害，1名は妄想反応 

この他に，受診既往はないが，知的障害が疑われる
もの2例，社交不安障害が疑われるものが1例 

妊娠期の飲酒，喫煙，過量服薬等による胎児虐待行
為は4例 
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１ 18か月間で，CAPSとして14例23回実施：10例に児相参加 

２ 当事者が保健・福祉の支援を受け入れ，小児科-児相で処遇
が容易に決まった場合に，CAPS会議の省略事例があった 
⇒ システム洗練の必要 

３ 精神科受診既往のあるのは9例，全例でかなり濃厚な家族
病理が認められた ⇒ 精神科医の役立てる領域 

４ 産科病棟／新生児病棟の価値 

 母児関係，夫婦関係等を直接観察できる 

 養育環境，養育能力に関して懸念された家庭の児を足止めできる
（場合によっては一時保護委託も可能）しかし・・・ 

５ 迅速な基本情報把握の重要性 

 ・・・いつまでも足止めはできない 

 警戒的・攻撃的な親もいる ⇒ 精神科医の役立てる領域 

特定妊婦に関する事例検討会の経験から（１） 



６ 出産前ネットワーク構築（児童福祉／母子保健／精神保
健）の重要性 

  「出産」は支援者の危機感と動機を高めるエポックメー
キングなイベント 

７ 虐待未生起の「ソフト事例」について，児童福祉，地域保
健スタッフが介入する場を設定する意義 

  医療機関スタッフは児童福祉スタッフより親の抵抗感少 

 しかし導入には毎回工夫を要する 

 産科・小児科スタッフへのバックアップが必要 

８ 記録の重要性 

 討論・合意事項の整理，継続への動機づけ，教育効果 

 事務スタッフの重要性 

特定妊婦に関する事例検討会の経験から（２） 



５ CAPSにおける精神科医の有用性 

－事例検討を通じて－ 



 A子（30歳台前半）が，第3子を妊娠した。上の子二人は父（A子の前夫）
及びA子の虐待行為のため施設措置（28条適用）されている。 

 A子は，前夫との離婚から数年後，現夫（B男）と再婚したが，人格交代

を含む種々の解離症状，反復的自傷行動を呈し精神科通院中。この精
神疾患や子育て困難性は，原家族における虐待的養育やいじめられ
体験に由来していると，市の保健師に語った。 

 A子の生活史および妊娠を聞かされた保健師は当院を紹介し，事前に
産科だけでなく，CAPSにも情報提供した。 

 精神科前医では「幻聴」の訴えのため「統合失調症」と診断されていた
ので，支援スタッフは薬物療法が不可欠なものと理解し，妊娠経過，胎
児に与える影響を懸念していた。 

 出産後，向精神薬の離脱症候群を観察するという名目で子どもの入院
期間を延長し，両親の育児スキルや愛着形成状況を見守りつつ，支援
スタッフとの円滑な関係構築のための時間を確保した。A子は不信感が
強く，B男も病院と支援機関の繋がりを嫌がった。 

被虐待体験を持つ解離性障害の女性が 

VSDを有する子を出産した事例 

事例15 



家族背景 

65 

0 

A 
34 

5 9 

40 

A子16歳時離婚 

長男一時保護後
元夫は逮捕服役 

二人とも28条適用
され施設措置 

解離性障害 
対人不信 
自傷行為 
操作的側面あり 

建築業現場監督 
恫喝的 
Aの保護者役を任
じるが時にAに対
しても暴力的態度 

遠方，生保受給中 

VSD 

親が退院強行さ
せた後他院で手
術施行 

事例15 

「解説」「助言」「仮説の提示」について 

神経症，パーソナリティ障害，心的外傷とその帰
結などに関する精神医学的知見は，まだ十分に
普及していない 

治療上の標準も定まっていない 

なるべく日常用語で，具体的に解説する 

もちろん解説は「仮説」であるが，仮説がないの
とあるのとでは関与・治療の進展，事例理解のス
ピードが段違い 



10歳台 

？ ？ 

C男 
B
子 

A
子 

市営住宅 
生保受給 

？ 

D
子 

電車で約２時間の
距離に在住 A子宅と別の 

市営住宅 

30歳台前半 20歳台後半 

10歳台前半 A子の１歳下 

E 

 ３人とも５歳以下 
 両親は乳幼児健診をネグレクト 
 A子が主に世話している 

性的虐待の疑い 

A子家族への具体的支援なし 

家族背景 
事例11 



？ 
A 
45 

Ｙ 
0 

？ 65 

B 

運転手（Aの陳述） 
Ｙを認知すると言うが，Aと結婚は
予定していない（Aの陳述） 

Aに伴い3日に1度くらいYの面会に
来院（看護） 

母Aが妊娠中にCM）感染。先天性CM感染症疑いの
ため当院に紹介 

37週3日で出生。現在入院中。 

刺激への過敏性，手足の不随意運動など「胎児ア
ルコール症候群」の疑い 

上記症状はほぼ消失 
体重約2500g（9/10現在） 
退院可能 

85 

27 26 12 

居酒屋経営（Aの陳述） 
A母子とは別の住居登録（生活福祉課） 
Aの育児支援可能かは不詳 

正規の生活保護対象 
2DK住宅 

同居している可能性 
あるいは頻繁な往来？ 

妊娠中にサイトメガロウイルス（CM）感染のため当
院産科に紹介され出産 

妊娠中も飲酒継続（本人陳述），喫煙継続は否定 
20週頃から妊婦健診を受けていた 
家族同居関係については（赤枠）本人陳述 
行政機関と病院との情報交換は拒否 
Ｙの養育意志はある 
退院後ほぼ毎日15時頃面会に来る 
B共々タバコくさい 
面会時のYへの態度に危険なところは見られない
（看護） 

以前，知人の右翼集団の支援を受けて役所に街
宣車を差し向けたエピソードがある。 

A市 

暴力？ 

暴力？ 

中1 
学校からの情報では 
学校で友人に暴力行為 

家では兄二人に暴力的に扱われてい
る？ 

家族背景 

事例９ 



 院内CAPSにおいて：個人病理，家族病理の診

断的意見，虐待行為が生起する（した）精神力
動的解説 

 院内CAPSにおいて：親への対応に関する，小
児科スタッフや地域保健福祉スタッフへの助言 

 （要請に応じて）親の診療，精神科診断書交付
（保育所利用，精神科訪問看護利用等） 

 （経験量に基づいて）ネットワーク自体のファシ
リテートや機能活性 

地域ネットワーク会議における 
一般精神科医の役割 



 家族病理，家族療法的知識・経験，とくに精神
力動的理解 

 最低限の保健・福祉上の社会資源および法律
に関する知識 

 相手の立場を考慮しつつ，わかりやすく説明
（心理教育）する能力（態度） 

 ネットワーク機能の評価，調整（を厭わない姿
勢） 

精神科医に求められる知識や資質 



７ 結 論 



虐待する親は 
ただの暴力犯か？ 

問答無用！ 
逮捕すればいい 



虐待する親は 
ただの暴力犯か？ 
    ↓ 
たいていそうではない 

対話が必要！ 
治療的変化も見込める 



 虐待の中を子どもが表面上寡症候的に通過したとしても，後に様々の精神
科病態を生むことが知られている。 

 一般精神科医が，虐待された子どもを直接診ないとしても，貢献できる領
域はたくさんある。 

 医療機関CAPSが率先して行う地域ネットワーク会議≒事例検討会で精神
科医は－ 

 平易な言葉で精神医学的解説を行い， 

 親たちの精神医学的評価とともに，家族全体の関係性の診断を行い， 

 必要に応じて親に対する精神科治療をコーディネートし， 

 病院内外のネットワークが円滑に結ばれているか（これも「関係診断」），
疲弊しているスタッフがいないかに注意を払う 

 こうした努力は，後の自らの仕事を軽減することに必ず役立つであろう。 

 地域保健・福祉機関は，在野の精神科医を発掘し，有効活用すべきであ
る。 

医療機関CAPSと精神科医 



医療機関CAPSと精神科医 

「子どもの」虐待 でなく 

「親の」虐待と認識する 

（大人が子どもになす虐待） 

 

⇒ 被害者，そして後の精神科患者を 

増やさないためには 

先行的な加害候補者ケア（治療）が不可欠 

それが特定妊婦対策 



ご清聴ありがとうございました。 





Harlow's pit of despair.  

← ハーロウの隔離小屋に隔離された子ども

のアカゲザル。この写真は，６か月間の完全
隔離後に初めて小屋のドアを開けたときに写
したもの 



隔離の間に命を落としたサルはいなかった。 

しかし完全隔離の小屋から初めて解放したと

き，大抵のサルたちは，自分の身体を抱きかか

えたり揺らすなどの行動として特徴づけられる

情動的ショック状態に陥った。 

３か月間隔離した６匹のサルのうち一匹は，解

放後，餌を食べずに５日後に死んだ。剖検したと

ころ，情動的食欲不振の結果の死と評価され

た。６ヶ月間の完全隔離の影響は，非常に破壊

的で衰弱的なものであったので，われわれは当

初，12ヶ月間の隔離ではさらに悪いことはもう起

こらないだろうと予想していた。この予想は誤り

だった。12ヶ月間の隔離は，この生き物たちの

社会性を完全に打ち壊したのだった。 

Harry Frederick Harlow  

October 31, 1905–December 6, 1981  

Harlow HF, Dodsworth RO, Harlow MK. "Total social 

isolation in monkeys," Proc Natl Acad Sci U S A. 1965.  
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行動： ママはいつも子供を最もよく舐める Mom Always Licked You Best  
リッキング，グルーミング，背中を丸めた姿勢での子供の世話（LG-ABN）をよく行う母親に育てられ

たラットは，こうした行動をあまり行わない母親に育てられたマウスより恐怖心が少なく，ストレスに
応答しにくい成体になる。これらの習性は，成体ラット海馬におけるグルココルチコイド受容体（GR）
の発現増加を伴う。LG-ABNは，セロトニン作動性の活性を引き起こすことにより，環状アデノシン一
リン酸（cAMP）-プロテインキナーゼAのシグナル伝達経路を活性化し，転写因子NGFI-A（神経成長
因子誘導タンパク質A）を発現させる。しかし，子ラットにおけるシグナル伝達の増加が，成体ラット
に分子変化や行動変化を引き起こす機構は明らかでない（Sapolsky参照）。Weaverらは，LG-ABN値
が低い母親に育てられたラットに比べ，高LG-ABNの母親に育てられた成体ラットの海馬組織由来
のDNAでは，GRプロモーターのNGFI-A結合部位の周辺領域のメチル化が減少していることを突き
止めた。メチル化状態の変化は生物学的親子関係とは独立であり，LG-ABNにより誘導される行動
変化の臨界期のあいだに生じていた。クロマチン免疫沈降分析により，高LG-ABNの母親から生ま
れた成体マウスの海馬クロマチンにおいて，ヒストンH3-K9のアセチル化およびNGFI-Aの結合が増
加していることが明らかになった。ヒストンデアセチラーゼ阻害剤であるトリコスタチンA（TSA）を脳室
内に注入したところ，LG-ABN値が低い母親の子供でアセチル化の増加がみられ，低LG-ABN，高LG-
ABNの子供のいずれにもメチル化の減少がみられた。また，TSAはGRの発現を増加させるとともに
ストレスに対する副腎皮質反応を減少させ，その結果これらの点で高LG-ABNの子供と低LG-ABNの
子供との差がみられなくなった。以上より，これらの持続的な母性行動の影響は，DNAメチル化状
態の変化に仲介されると考えられ，薬理学的に可逆である。 
I. C. G. Weaver, N. Cervoni, F. A. Champagne, A. C. D'Alessio, S. Sharma, J. R. Seckl, S. Dymov, M. Szyf, 
M. J. Meany, Epigenetic programming by maternal behavior. Nat. Neurosci. 7, 847-854 (2004). 
R. M. Sapolsky, Mothering style and methylation. Nat. Neurosci. 7, 791-792 (2004). 






