
子供の貧困対策に関する
有識者会議

３月15日（金）10時30分～12時30分

埼玉県熊谷市

さめじまボンディングクリニック

鮫島浩二

資料１－２
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特定妊婦と児への対応

第1の目標は 命を守ってあげること

しかしながら

貧困からも救い出し

将来を守り、作ってあげなければなら

ない
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特定妊婦と児への対応

貧困の連鎖、悲しみの連鎖

から救えるのは

教育 と 家庭の温かさ
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貧困症例
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貧困症例－１）：Aさん ２０歳 初診時３
９週 風俗による妊娠

・高校中退 定職が定まらずアルバイト

尖圭コンジローマあり某産婦人科より依頼あり

７月●日来院即日入院、２４日夜中陣痛発来、

２５日早朝緊急帝王切開

・母親へ１か月前、妊娠を告げるが、母親は激怒し家に入れて

もらえず離れでの生活が始まる。

夏の暑い盛りに入浴出来ずタオルで体をふいていた。

また母親より暴力も受けていた。

・Aさんが４歳の時、両親離婚する。その後、母親の昼夜の

働きでAさん、妹（高校中退）、祖母は生活をする貧困な

状況であった。
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貧困症例：Bさん ４２歳 初診時 ３８週６日
パートナーと別離したあと妊娠判明

・来院時、重症鉄欠乏性貧と診断。血色素７．７ｇ／ｄｌ

周産期病院、総合病院への出産依頼を試みるが見つからず。

当院にて、鉄剤の点滴治療を開始、輸血を行い血色素の改善

を図り、８月●日４０週０日にて分娩へ

・Bさんは１５年前に離婚。現在６０歳台の両親、２０歳になる長男

（知的障害、障害者手帳取得）うつを合併入院中と１７歳長女

（高校中退バイト）の５人家族。

・２月ごろ妊娠に気づいたが中絶をするための費用がなかった。

長男の状態が悪くなり、自分のことは焦りながらも後回しになっ
た。
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新生児虐待死の現実に学ぶ

• 赤ちゃんポストを設置しても、虐待死は減らなかっ
た！

• 妊娠？どうしよう？！

→縁・円・援なく嬰児殺し、犯罪者の人生に

→ どうやって産婦人科に繋ぐか？

•「産婦人科により、
妊娠検査薬無料配布

or  妊娠相談無料化」
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乳幼児の虐待死は児相が気付く前に行われている
厚生労働省調べ

児童相談所
では

間に合わない
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特別養子縁組には
産婦人科が関わるべきです

∗有床産婦人科施設が扱う場合

・出産前からスタッフたちが深く関わり、時には未成
年者を長期に預かったりして保護し、出産、産後まで
継続的にフォローできる。そのため実母の心の変化
もつかみやすく、「養子あっせん」にこだわらず、気持
ちが変わったときにも適切に対応できる。また養親を
入院させ育児教育もできるメリットがある。

・養子で手放した実母の苦悩、養子を託された養親
の戸惑いに適切に対応するには、妊娠中からの産婦
人科の関わりは非常に重要です。
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※病院側には一般に「貧困」の知識はない。検診
費用を払えないことで初めて気づくケースが多
い。

※病院の連携先としては、まずは福祉行政とな
る。しかし、埼玉や大宮は良いほうだが、そもそ
も病院から行政にアクセスする一方で、児相を
はじめとする福祉担当から歩み寄ることはない
のが通例。全国的にみれば両者の連携はまだま
だ進んでいないと言えるだろう。当院において
は、このモデル事業を始めたことで近隣市の反
応が劇的に変わった。
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未婚妊婦：少なくとも自分で育てた
いという強い意志がある人は育てら
れる仕組みを

※病院に来る方のほとんどが、妊娠したが育て
られないという追い詰められた状況で相談に来
る。本来はそこで特別養子縁組を勧めるのでは
なく、希望すれば自力で子供を育てる道を提供
すべきではないか。
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H25・26年度当院の特定妊婦の割合（分娩2380件に対して）

・精神疾患のある方 44件 43件

・家族背景に問題のある方 21件 21件

・死産経験のある方 9件 9件

・その他 29件 27件

・総数 103件 100件
・・・・・・・・・・

保健センターへ 17件 35件

子ども課へ 2件 1件

要保護児童対策協議会へ 1件 1件
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保健センターに連絡した方の内訳

２重３重にも問題を抱えている方が多いので、理由は重複
１番多いのは精神疾患を持っている方（うつや統合失調症）
近年１０代の妊娠、未婚、経済苦の方が増加傾向
未妊健の方も２５年３名、２６年２名で以前より増加
実母や夫との不仲、そのためにサポート不足の方も増加し、
育児不安や育児困難になる方も多い
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※妊娠・出産前後の医療費などは
公費助成だけでは到底足りず、医
療者としても苦しむところ。もっと
充実すべき。もちろんお金だけでは
なく、有形無形の母親サポートを厚
くしていくことが重要。
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韓国に学ぶ

→保護して、
→職業訓練（Version up） して、
→社会復帰を
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韓国の対応
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※病院に来る方のほとんどが、妊娠
したが育てられないという追い詰め
られた状況で相談に来る。本来はそ
こで特別養子縁組を勧めるのでは
なく、希望すれば自力で子供を育て
る道を提供すべきではないか。
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特定妊婦の心理状態が胎児～
新生児に与える影響
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マルトリートメント「不適切な養育」の影響
ACEピラミッド・米国疾病予防センター

幼少時のマルトリートメント体験

⇒神経発達の混乱

⇒問題行動⇒情緒的障害（不安やう
つ、気分の障害）頻発

⇒自己肯定感が低く、自分が悪い、
自分はだめだと常に謝る

⇒認知機能障害(早い時期からのIQ
の低下)
⇒健康を害するような行動：
addiction (嗜癖）・薬物・酒

⇒短命
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虐待の脳発達への影響

• 300gの脳は、1歳で成人の
70%、4歳で95%まで成長

• 赤ちゃんの脳が、一足飛びに社
会性の備わった大人の脳にな
るのではなくて、每曰每曰、絶
えず変化しながら、身長や体重
とともに、こころや脳も成熟して
いく

• 栄養、活動＜＜環境
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虐待の脳発達への影響

• DV被虐待ママ⇒偏桃体（感情
の中心）に影響

⇒異常に過剰に興奮して指令を
出すため副賢皮質からストレス
ホルモンであるコルチゾ一ルを大
量に出し続けることで、脳にも影
響が生じる
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暴言虐待の影響－１）：高学歴・高収入のマ
マ：小4で保護されるまで「ゴミ」と言い続けた

• 聴覚野は、音、聞こえ、会話、コ
ミュニケーションに大事なところ
ですが、暴言虐待を受けた脳
の聴覚野の周囲は雑木林のよ
うに神経シナプスが'刈り込まれ
てない状況、すなわち小さな大
事な音が、聴こえない状況に
なっています
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暴言虐待の影響ー２）

• ストレスによる運動性失語症
（話すことができるのに、言葉
が出ない）。弓状束（言葉を生
み出す中枢）と、言葉を感じ取
る中枢を結ぶ神経線維の束が
障害されている

• ことばの暴力では体に傷はでき
ませんし、火傷の痕もありませ
ん。しかし、脳には甚大な被害
があり、それが'子どもの発達期
に起こっている
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強い体罰：幼少時、長期にわたって激しい体罰を受けた人
は、脳の感情などを司る部分が、平均で20%近く小さくなって
いる（熊本大学＆ハーバード大学 2005年）

• 4～12歳ムチや手で激しくたたか
れ続けたアメリカ人の男女23人。

• 脳の前頭葉のうち感情や意欲に
関わる部分が、平均で19.196、
集中力や注意力に関わる部分が
16.9%小さかった。

• 前頭葉のパランス以上が生じ
て、衝動的な行為になったり、キ
レやすくなったりという問題行動
を起こすことは十分考えられま
す』。体罰と脳のこうした関係が
明らかになったのは世界で初め
てです。（NHKニュース）
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面前DVの影響：夫婦の暴言の応酬を子ども
の前でやる

• 面前DVは心理的虐待のひとつ
（児童虐待防止法改正）

• 後頭部の視覚野の容積が6.1%
小さくなる。

• 恐ろしい両親の激しいいさかい
を見てしまうと、刺激が繰り返さ
れて、小さくなっていきます。
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※妊娠中の様々なストレスも、お腹
の子供の脳の成育に影響を及ぼす
ことがわかっている。子供の将来を
考えても、妊娠段階からもっと支援
すべき。
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長期施設入所児童（Pringle 1969）

• 安定している子：生後1 年は母親のもと
で過ごしている子、つまり施設入所前に
母と子の絆が充分に形成される機会を
もつことがあった子であった。
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心理的愛着障害

• 多くの研究：施設にいる期間が長ければ長いほど
情緒的、行動的障害が大きくなる

• Rutter （1981）：早期に家族間の葛藤や不和のために

両親から離され、その後家族間の調整が取れてか
ら家庭に戻された子は、争いの絶えない家庭でずっ
と育てられた子よりも社会的適応において優ってい
た。

• ボウルビィ（1981）：もし母性的保護を受ける機会が生
後2 年以降まで遅れた場合には回復の見込みはほ
とんどない
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乳児院退所後、生き難しさ表現が多い子ども
（暴力・万引き・反抗・不登校・愛着障害）

札幌市児童福祉センター 石川 丹

• 居住場所が安定しなかった児

• 保育者が安定しなかった児

• 母親が精神的問題を有した児

に問題が多い
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大学進学率は未だに低い
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中高生の妊娠の扱い：二つの命を
守るだけでなく、人生を守ってあげ
る。
• →就学復帰→卒業資格、地域で後ろ指さされず、
堂々と生きていける。
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※貧困状態で妊娠、特に、中高生
などの若年妊娠やDVのケースで
は、居場所がないし、出産後は働け
ないので当然のように極貧状態と
なるケースが多いこと（家族に言い
たくない、学校は中退となるケース
も多い）。
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※将来の生活を考えると、少なくと
も妊娠、出産を理由とする高校中
退は避けるべき。
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相談者147件の年齢

未成年～19才は、
53名（40.8％）

未成年59名
（39.6％）

19名が養育へ
（32.2％）
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ＴさんとＫ氏の将来を守るために

家族と私たちは何度も話し合いを重ね、
ようやく３７週を迎えるギリギリのところで

他院での妊娠・出産管理の重要性を解ってもら
えた

妊娠３６週５日
当院から県をまたいで

見ず知らずの地
へ・・・
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特別養子縁組生母のその後
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正規職員
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就活中
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大学進学
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電話聞き取りしたアンケート群１９名と近況群１３名 総数３２名

高校３年生で助産師
や看護師を目指すも

のが２名いる
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貴方を支えてくれた人は誰ですか（複数回答）
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アンケート群１９名

79%の生母において、家族の支えが
こころのケアに有効
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• 学校に戻り気持ちが紛れたが、忘れたわけではない。 ５名

• 次の仕事をすぐ決めて社会との交流することで乗り越えた。 ９名

• 家族の世話や目の前の生活を懸命にすることで乗り越えた。 ２名

• 自分なりに一生懸命赤ちゃんのお世話をしたことが支えとなった。 １名

• 新しい人生をもらったんだと切り替えた。 １名

• 協議会の人に話しをきいてもらい、赤ちゃんが元気だと聞いて乗り越えた
１名

こころの辛さ・葛藤について
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あんさん協発足前

９／６６＝１３．６％

あんさん協発足後

３９／１２９＝３０.
２％

最終的に実母が育てる選択が3割

（平成２５年９月～平成２９年８月末）

・相談件数１２９件のうち、３９件が
出産後に自ら養育を選んでいる。

・出産後に意志は変化する相談者が３割程度いる！

相談件数66件のうち、９件が
出産後に自ら養育を選んでい
る。

（あんしん母と子の産婦人科連絡協議会）
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※生活保護を受給すれば、一定水
準の収入にはなるが、子供をうまく
育てられないケースも多く、親の状
況を深く理解し、支援する存在が
必要。お金だけでは解決できない。
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養親希望者たちからの問い合わ
せの実態
• 40台後半、50台から特別養子縁組養親になりたい
という問い合わせが急増

• お断りに費やす時間、労力の無駄

• ホームページ上、年齢制限削除のいきさつ

• 40台不妊治療の現実と妊娠の問題点

• →30代の妊娠推奨と手厚い手当てを！

41



未来へ向けて

第一に考慮すべきは

子の幸せであり、

次に実母の心のケアを大切にする 。

わたしたちの活動は

国力を強める

ことにつながっているか？
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女性平均初婚年齢と初産年齢の上昇

歳

厚生労働省資料から作成
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わが国における女性の出産年齢の推移

年齢層

厚生労働省データから作成

％
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Zegers-Hochschild, Nygren and Ishihara: In Gardner et al “Textbook of Assisted Reproductive Medicine Vol2 2012”

各国においてARTを受ける女性の年齢分布
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本邦におけるART治療周期数の年次変化
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年別 出生児数
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2011年

2016年
2016年 2016年2011年 2011年
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45歳の女性が生殖補助医療（ART)を受
け、一生産児当りに要した医療費は？

（2010年）

3,500万円
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不妊治療の支援は

30代の望児

に手厚くすべきです。

※40代妊娠の問題点

・低妊娠率（45歳・・・０％）

・流産率の上昇（43歳・・・５０％）

・染色体異常児が高頻度

・合併症増加による帝王切開率の上昇
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ARTによる年齢別妊娠率２０１０年

４４才

４５才

４６才

４７才

４８才

４９才

総治療
周期数

移植周
期数

妊娠周
期数

生産周
期数

流産数 妊娠率/
総治療

妊娠率/
総ET

生産率/
総治療

流産率/
総妊娠
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○里親制度は、児童福祉法第27条第１項第３号の規定に基づき、児童相談所が
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）の養育を委託する制度であり、その推進を図るため、

・平成14年度に親族里親、専門里親を創設
・平成20年の児童福祉法改正で、「養育里親」と「養子縁組を希望する里親」とを制
度上区分
・平成21年度から、養育里親と専門里親について、研修を義務化
・平成29年度から、里親の新規開拓から委託児童の自立支援までの一貫した里親
支援を都道府県（児童相談所）の業務として位置付けるとともに、
養子縁組里親を法定化し、研修を義務化

里親制度

（平成30年10月厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課の資料より）52



子の幸せを第一に思う養子あっせんを

・小さな子供たちにとって愛情深い両親に見守られて育つこ

と以上に素晴らしいことはありません。父と母が信頼し合っ

ている家庭で育つ子供は、人を信頼する心、愛する心を家

庭でしっかり身につけることにより、人生を肯定し、その後

の人生において安定した幸福な人間関係を築いていく事

ができる様になります。そしていつかその子が家庭を築い

た時、良い連鎖を生み出し、脈々と受け継がれていくこと

でしょう。

・成人するまで、両親が心身ともに健康で愛し合っている

・将来の希望や可能性を支援できる経済力や包容力がある

・養親が子のお荷物にならないあっせんを 53



（番外）特別養子縁組関連
将来必ず問題になると思われること

• 近い将来

不適切なマッチングの
後始末

• 遠い将来

出自の記録の不備
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毎年1,000組生まれる里親家族
への国の支援をお願いします。

55


	子供の貧困対策に関する有識者会議
	特定妊婦と児への対応
	特定妊婦と児への対応
	貧困症例
	貧困症例－１）：Aさん　２０歳　初診時３９週　風俗による妊娠
	貧困症例：Bさん　４２歳　初診時　３８週６日　パートナーと別離したあと妊娠判明�
	新生児虐待死の現実に学ぶ
	乳幼児の虐待死は児相が気付く前に行われている�厚生労働省調べ�
	特別養子縁組には�産婦人科が関わるべきです
	※病院側には一般に「貧困」の知識はない。検診費用を払えないことで初めて気づくケースが多い。��※病院の連携先としては、まずは福祉行政となる。しかし、埼玉や大宮は良いほうだが、そもそも病院から行政にアクセスする一方で、児相をはじめとする福祉担当から歩み寄ることはないのが通例。全国的にみれば両者の連携はまだまだ進んでいないと言えるだろう。当院においては、このモデル事業を始めたことで近隣市の反応が劇的に変わった。�
	未婚妊婦：少なくとも自分で育てたいという強い意志がある人は育てられる仕組みを
	H25・26年度当院の特定妊婦の割合（分娩2380件に対して）
	保健センターに連絡した方の内訳��  　２重３重にも問題を抱えている方が多いので、理由は重複�  　１番多いのは精神疾患を持っている方（うつや統合失調症）�  　近年１０代の妊娠、未婚、経済苦の方が増加傾向�  　未妊健の方も２５年３名、２６年２名で以前より増加�  　実母や夫との不仲、そのためにサポート不足の方も増加し、�  　育児不安や育児困難になる方も多い�
	※妊娠・出産前後の医療費などは公費助成だけでは到底足りず、医療者としても苦しむところ。もっと充実すべき。もちろんお金だけではなく、有形無形の母親サポートを厚くしていくことが重要。�
	　　　　　　韓国に学ぶ��　→保護して、�　　→職業訓練（Version　up） して、�　　　→社会復帰を�
	韓国の対応
	※病院に来る方のほとんどが、妊娠したが育てられないという追い詰められた状況で相談に来る。本来はそこで特別養子縁組を勧めるのではなく、希望すれば自力で子供を育てる道を提供すべきではないか。�
	特定妊婦の心理状態が胎児～新生児に与える影響
	マルトリートメント「不適切な養育」の影響�　　　　　　　　　　　　　ACEピラミッド・米国疾病予防センター�
	虐待の脳発達への影響
	虐待の脳発達への影響
	暴言虐待の影響－１）：高学歴・高収入のママ：小4で保護されるまで「ゴミ」と言い続けた
	暴言虐待の影響ー２）
	強い体罰：幼少時、長期にわたって激しい体罰を受けた人は、脳の感情などを司る部分が、平均で20%近く小さくなっている（熊本大学＆ハーバード大学　2005年）
	面前DVの影響：夫婦の暴言の応酬を子どもの前でやる
	※妊娠中の様々なストレスも、お腹の子供の脳の成育に影響を及ぼすことがわかっている。子供の将来を考えても、妊娠段階からもっと支援すべき。�
	長期施設入所児童（Pringle 1969）
	心理的愛着障害
	乳児院退所後、生き難しさ表現が多い子ども�（暴力・万引き・反抗・不登校・愛着障害）�　　　　　　　　　　札幌市児童福祉センター　石川　丹�　
	大学進学率は未だに低い
	中高生の妊娠の扱い：二つの命を守るだけでなく、人生を守ってあげる。
	※貧困状態で妊娠、特に、中高生などの若年妊娠やDVのケースでは、居場所がないし、出産後は働けないので当然のように極貧状態となるケースが多いこと（家族に言いたくない、学校は中退となるケースも多い）。�
	※将来の生活を考えると、少なくとも妊娠、出産を理由とする高校中退は避けるべき。�
	相談者147件の年齢
	ＴさんとＫ氏の将来を守るために
	特別養子縁組生母のその後
	貴方を支えてくれた人は誰ですか（複数回答）
	スライド番号 39
	スライド番号 40
	※生活保護を受給すれば、一定水準の収入にはなるが、子供をうまく育てられないケースも多く、親の状況を深く理解し、支援する存在が必要。お金だけでは解決できない。�
	養親希望者たちからの問い合わせの実態
	未来へ向けて�
	スライド番号 44
	スライド番号 45
	スライド番号 46
	スライド番号 47
	年別　出生児数
	スライド番号 49
	45歳の女性が生殖補助医療（ART)を受け、一生産児当りに要した医療費は？�　　　　　　　　　　　　　　　　（2010年）�
	不妊治療の支援は
	ARTによる年齢別妊娠率２０１０年
	スライド番号 54
	子の幸せを第一に思う養子あっせんを
	（番外）特別養子縁組関連�将来必ず問題になると思われること
	毎年1,000組生まれる里親家族への国の支援をお願いします。



