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稲垣のプロフィール

• 大学医学部卒業→小児科入局
• 卒後研修（神戸大学病院および兵庫県立
こども病院）→大学院進学

• 研究生活（先天奇形：染色体異常）
ダウン症候群における発ガン作用に関する研究
（医学博士）

• 小児科臨床医（甲南病院および新須磨病院）
• 発達行動小児科学の専門医
• 人間科学部にて「子ども学」担当
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発達行動小児科学

• 子どもの発達行動上の問題を臨床の対象
とする

• 目標は問題解決ないし改善・軽減とする
• 子どもの発達（育ち）に寄り添う

親子が今よりは生きやすくなるように
支援援助する
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発達行動小児科の対象

発達障害
運動面（脳性麻痺・運動協調障害）
認知面（精神発達遅滞・学習障害）
情緒面（自閉症・高機能自閉症）

先天異常、心身障害児、
慢性疾患に伴った適応障害：癌などの死にゆく子どもと家族へ
小児心身症：過敏性腸症候群・喘息
情緒行動上の問題：
精神疾患および境界例：
親の問題：神経症～精神疾患・児童虐待
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子ども学

• 子どもに関する学際的な学問である
• 文理融合の学問である

子どもは生物学的存在として生まれ

社会的な存在として育つ

子ども学の内容：1）子どもの成長発達
2）子どもに関するものとこと
3）子どもの問題
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子どもの人権宣言
(1989年）

• 子どもは
1）生存 2）発達 3）自由 4）参加
5）保護の権利を有する
我が国は１９９４年に批准

子どもにとって「最善の利益」を

考える
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健康とは（健やかさ）

健康とは、単に疾病や虚弱がないこ
とではなく、身体的、精神的、社会
的に完全に満足のいく状態を指す。
健康は人間の基本的権利であり、到
達可能な限りの高度な健康水準を達
成することは、全ての人間の基本的
権利のひとつである。

世界保健機関憲章前文（１９４６）
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健康概念（疾病概念ではなく）
健やかさとは

• Body  function（心身機能・構造）
• Activity（活動）
• Participation（参加）

自分自身の心身機能・構造を活動（動かして）
自分らしく社会（周りの環境）に参加している
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健康概念（健やかさ）
(国際生活機能分類）
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子どもの健やかさ

自分自身の持っている機能・能力を発揮

社会・環境の中で働きかけ（行動し）

自分らしく役に立っている自分の存在を感じる

（自尊感情）

-発達年齢に応じた健やかさ-
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健やかさのために大切なこと

生活基盤としての安全基地（衣食住）
福祉・生活保護など

対人関係としての安全基地（人間関係発達）
アタッチメントから絆の形成

社会的自己実現としての安全基地（自尊感情）
役立つ存在の自己認識
家族機能
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児童虐待
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現在の虐待関係臨床

• 兵庫県児童相談所アドバイザー
• 兵庫県児童相談所家庭復帰検討委員会 委員

• 兵庫県児童養護施設 第三者委員会 委員

• 要保護児童対策地域協議会 アドバイザー
（事例検討会を中心に）

• 日本子どもの虐待防止学会 評議員

• 地域の一般病院にて特殊外来で診療
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大人になったとき問題がない（1/3）

• 子どもに社会性・知能・学習の能力がある
（社会的スキルの獲得）

• 家族（母親・片方の親）に支持的な心の絆がある
（アッタチメントの形成）

• 家族以外の人（教師・仲間）からの大きなサポー
トがある

地域で子どもと家族の健康保持のために
それぞれの立場でできることはたくさんあるはず

人は支えられ、支えられ、支えられて
人生を送っていく
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子ども時代の被害による影響

機能領域
神経学/医学 知的／認知 社会／行動 心理／情緒

児童期 脳障害/機能不全

身体障害

言語障害

知的障害

致死

IQの低下

注意散漫

学習障害

学力の低下・
欠如

学業不振

不注意・多動

攻撃性

非社会的行動

怠学・家出

薬物使用

反社会的行動
非行・乱交

売春・妊娠

犯罪

失業・貧困

不安

反応性愛着障害

抑うつ

自尊感情低下

低い対処技能

自殺企図

精神障害

PTSD

解離・

多重人格障害

：防衛機制

大人になると社会的支援が必要な群となる
自立した大人になれば税金を払い社会的存在として育つ 14



保健所における児童虐待防止
専門相談の実践について
（親子ハーモニィー教室）

稲垣由子（甲南女子大人間科学部小児科医）

石井智鶴・安田佳代子・畠山文子・堀池香

（尼崎保健所）
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はじめに

• 保健所・保健センターにおいては、虐待を危惧される親
子関係を早期発見し早期介入が可能で、実際に保健師に

よる家庭訪問や親への援助を行っている

• 母子保健活動で親子関係への心理社会的援助は母親への
傾聴が主に行われている

• 今回は親子の人間関係に注目し、関係性への母子保健活
動として専門相談を実施してきた

• ４年間の相談実績と事業評価について検討した
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対象と実践

• 虐待を危惧する親子と実際にかかわっている保健
師・支援機関担当者を対象

• 保健所にて毎月１回 ２事例（要予約）

• 地区担当保健師を通して予約
• 専門相談は 当該親子 担当保健師 保健所保健
師 実際にかかわっている支援機関者とによる個
別相談（親子同時面接および関係者ミーティン
グ）

• 演者は子どもの虐待臨床に関わっている専門家と
して参加
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親子ハーモニィー教室の実践の流れ

• 担当保健師との情報交換
• その後、親子を部屋に入れ、担当保健師・支援関係者と演
者は母親への面接

• 子どもには部屋内の遊戯道具で自由遊びを保証
• 子どもとともに保健所保健師は遊び、行動観察を行う
• 困っている問題と、その対応について親と担当保健師・支
援関係者が方針を考える

• 演者からは親子関係について、アドバイスと方針への援助
• 親子の退室後、担当保健師・保健所保健師・支援関係者と
演者とのミーティング
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相談動機のまとめ
• 本人から：

「子どもがかわいく思えない」

• 保健師から：
加害者（母）への関わりについて不安である

• 保育所から：
子どもの問題行動から気づいたが、親への

対応に苦慮している

• 福祉事務所（家児相）から：
親子分離の見極め
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考察

• 誉められ体験のない親に相談来所へのねぎらいに
よる受容体験が与えられ、自分の置かれている立
場と保健師との関係に思いが及ぶきっかけとなっ
た（リフレクションアプローチの有効性）

• 親子に人間の関係性を気づかせる機会となり修復
のきっかけをつかむ可能性がある

• 親子の関係性の問題点を評価する重要性がある
• 事例検討会として機能していた
• 出生時からの連携の重要性が課題としてあった

20



子育てを考える
子育ち・子育てが社会状況の変化によって、楽しめない、困難

な時代になっている（個人的行為化・負担を親にかける）

→虐待の発生要因となる

対策として、

1）地域で子育ち・子育ての負担を親にかけすぎないように、

しかも子育てを伝承実践できる姿の構築

（三世代家族像を体験できるような社会を構築）

2）子育てする親が社会から評価されるように（社会のため

に意義のある仕事・再就職の際に社会貢献の連続性とし

て認められるように）
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小児科で子育ち子育てを考える

• 疾病概念で目の前の親子を捉えがちであるが、
健康概念で捉え育児指導ではなく育児支援者と
しての教育が必要

• 出生数が減少し、産婦人科医から始まって小児
科医となる医師の減少が始まっている

• 地域の小児科医療の質的変革が必要（地域で子
育ち子育てに関わる小児科医の重要性）

• 具体的には病児保育・病後時保育・救急医療な
どを含んだ心の診療医の育成
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