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１章 日本の障害をもつ虐待を受けた子ども 

1節 障害をもつ虐待を受けた子どもの現状 

1. 障害をもつ虐待を受けた子どもの社会的養護 

 児童相談所における児童虐待相談件数は増加傾向にあり，平成 27 年には 103,286 件の虐

待に関する相談が寄せられている（厚生労働省，2017b）。保護者の不在，被虐待等の家庭環

境上養護を必要とする児童，生活指導を必要とする児童などに対し，公的な責任として行わ

れる日本の社会的養護は，児童養護施設，児童心理治療施設，児童自立支援施設，乳児院，

里親委託，ファミリーホームによって担われている（厚生労働省，2017b）。厚生労働省によ

ると，平成 28 年に社会的養護を受けた子どもは約 4 万 5 千人おり，そのうち児童養護施設

入所児童の 59.5%，児童心理治療施設入所児童の 71.2%，児童自立支援施設入所児童の 58.5%，

乳児院入所児童の 35.5%，里親委託されている児童の 31.1%，ファミリーホーム入所児童の

55.4％に虐待を受けた経験があると報告されている（厚生労働省，2017b）。社会的養護を受

ける子どもの多くが虐待を受けた経験を有しているのである。また，日本の社会的養護では，

87％が施設養育を占めており，その中心的役割を担う児童養護施設の半数以上は，20 名以上

の大舎制施設である（厚生労働省，2017a）。諸外国では既に施設養育は縮小もしくは廃止さ

れていたり，施設養育においても少人数のグループホームの形態をとり，子どもの必要性に

応じて委託先の形態を選択できるようになっている。国連子どもの代替養育に関するガイド

ラインでは（United Nation，2010），「施設養育は，その環境が，子ども個人にとって，と

りわけ適切で必要かつ建設的であり，その子どもの最善の利益に沿う場合に限られるべきで

ある」，「施設養育と家庭的養育が子どものニーズに応じるために，互いに補完し合うもので

あることは認めるとしても，大型の施設が残っているところでは，脱施設化という方針のも

と，‥（略）‥代替案を発展させなければならない」と示しており，日本においても小規模

住居型児童養育事業や特別養子縁組，里親委託充実のための法整備等，子どもの社会的養護

の形態を変化させようとの取り組みが進められつつある。しかし，日本の現状では，子ども

の社会的養護は大舎制施設養育が中心であり，子どものニーズに合わせて養護先を選択でき

る状況になく，それは子どもが障害をもつ場合も同様である。 

 子どもが障害をもつことは，虐待のリスク要因としてよく知られている。全国の児童相談

所を対象に行った調査では，障害の有無に関わらず虐待を受けた児童は千人あたり 0.6〜0.7

人であるのに対し，障害をもつ子どもの場合は千人あたり 5.4〜7.0 人であり，虐待を受ける

障害をもつ子どもは，障害のない子どもの4〜10倍に推計されるとの報告がある（細川，2002）。 

 医師である山田（2016）は，多くの虐待を受けた障害をもつ子どもの診察を通し，養育者

側の特徴として，①障害があるために養育に手がかかり，養育者が負担を感じやすい，②養
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育者は「言うと通りにしてくれない」，「言うことを理解してくれない」と受け止め，しつけ

や指導の難しさを感じやすい，③健常児にできることができないとき，養育者は障害児を「怠

け者」「わがまま」と誤解しやすい等があり，障害児側には，④加害者には従うしかなく，抵

抗したり，刃向かったりできない，⑤加害者に「嫌だ」「やめて」と言えない，⑥自分が受け

た被害を訴えられない，⑦被害を訴えたとしても，その子の証言が他の人に信じてもらえな

いといった特徴があると述べている。障害をもつ子ども自身への支援はもちろんのこと，虐

待予防の視点からは，障害をもつ子どもを育てる養育者も，支援を必要とする対象であると

いえる。 

 厚生労働省の「児童養護施設入所児童等調査結果（平成 25 年）」によると，子どもの社会

的養護を担う児童養護施設では，障害をもつ子どもの入所が増加しており，入所する子ども

のうち 28.5％が何らかの障害をもつことが明らかになっている。子どもの障害の種別では，

知的障害が最も多く 12.3％，広汎性発達障害が 5.3％，ADHD が 4.6％と報告されている（厚

生労働省，2013）。児童養護施設の他には，虐待を受けた子どもの社会的養護先として，児

童心理治療施設，児童自立支援施設，乳児院，里親委託，ファミリーホームを厚生労働省は

示しているが，障害児入所施設にも，虐待を受け，社会的養護を目的として入所する子ども

がいる。 

障害児入所施設とは，障害をもつ子どもが治療や訓練等を目的に入所する施設で，医療の

提供の有無により「福祉型」と「医療型」に分けられている。「福祉型」は，保護，日常生活

の指導，知識技能の付与が，「医療型」は保護，日常生活の指導，独立自活に必要な知識技能

の付与及び治療が提供されている。治療や知識技能の獲得を目的として入所する場合には，

施設と養育者の契約により入所期間を定めた「契約入所」として取り扱われる。一方で，保

護者の不在，保護者の精神疾患等の理由により子どもの養育を行うことができない場合，保

護者の虐待等により子どもの保護が必要な場合には，子どもの健全な育ちを確保するために 

「措置入所」として取り扱われる。 

 障害児入所施設は，2012 年児童福祉法の一部改正以前には，障害の種別により「知的障害

児施設」，「盲ろうあ児施設」，「重症心身障害児施設」，「肢体不自由児施設」，「肢体不自由児

療護施設」，「第 1 種自閉症児施設」，「第 2 種自閉症児施設」に区分されていたが，障害の重

複化等を踏まえ，複数の障害に対応できるように再編された。ただし，職員の専門性の確保

や障害特徴に対応した施設の構造等もあり，各施設の専門的機能は維持されており，法改正

以前の施設の特色が残っているのが現状である。 

 例えば，知的障害児施設を対象にした 2011 年の調査では，10 施設に入所する子ども（411

名）のうち，36.3%（149 名）が虐待を受けて入所しており，虐待の種別では，ネグレクトが

最も多く 58.4％（87 名），次いで身体的虐待で 34.2％（51 名）（重複回答あり）と報告され
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ている（横澤，2013）。また，日本全国 59 施設の肢体不自由児施設に入所する子どもを対象

とした 2010 年の調査では，全入所児（2015 名）のうち，12.0％（241 名）が虐待を受けて

入所していることが明らかになっている（米山，2011）。障害児入所施設には多くの虐待を受

けた子どもが入所しており，障害をもつ虐待を受けた子どもの社会的養護をも担っていると

いえる。 

 施設を利用する子どもの障害の重複もあり，それぞれの障害児入所施設で提供される支援

には共通する部分もありうるが，主となる障害の種別により各施設で提供される支援の特色

は大きく異なると考えられる。そのため本研究では，障害児入所施設のうち，2012 年児童福

祉法の一部改正以前に肢体不自由児施設に該当した施設（以下，肢体不自由児施設とする）

に限定して調査を行った。 

 

2. 肢体不自由児施設に入所する虐待を受けた子ども 

肢体不自由児施設は，「四肢，体幹の機能の不自由な児童を入所させ，将来，独立自活がで

きるように，医療，日常生活指導，職能指導等を行う施設」であり，病院機能と日常生活指

導等に必要な職員と設備を備えて運営されてきた（岡川，2009）。子どもがもつ基礎疾患と

しては，脳性麻痺，二分脊椎，筋ジストロフィー，先天性四肢奇形等があり，肢体の変形や

拘縮に対する整形外科的手術や治療，運動機能や生活動作獲得のための訓練，医療的手技獲

得のための教育等を行う施設である。肢体不自由児施設の職員は，医師，看護師，理学療法

士，作業療法士，言語聴覚士，社会福祉士，指導員，保育士，薬剤師，検査技師，心理士等

で構成されている。 

 日本全国 59 の肢体不自由児施設を対象にした調査では，全入所児に占める虐待を受けた子

どもの割合は，2000 年には 4.4％（145 名）であったが，2010 年には 12.0％（241 名）に増

加していることが明らかになっている（下山田他，2003；米山，2011）。また，米山（2011）

の報告では，日本全国一般調査では，身体的虐待の割合が最も多いのに対して（身体的虐待：

一般：39.3%，肢体不自由児施設：29.5%），肢体不自由児施設では，ネグレクトが最も多い

こと（ネグレクト：一般：34.3％，肢体不自由児施設：58.5％），虐待を受けて入所する子ど

ものうち，虐待を受ける前には障害をもたなかったものが 49 名（20.3％），基礎疾患があり

虐待により障害に変化のないものが 142 名（58.9％），虐待により障害が悪化したものが 33

名（13.7％）であり，障害が悪化した事例では，頭部外傷後遺症が多いことが示されている。 

つまり，虐待を受けて肢体不自由児施設に入所する子どものうち，72.6％（175/241 名）

は，もともと何らかの障害をもっていたことになる。過去 23 年間に肢体不自由児施設の外来

を受診した，虐待を受けた子どもを対象とした調査では，もともと障害をもつ虐待を受けて

受診した子どものうち，41.2％はネグレクトであったこと，もともと障害をもっていた子ど
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もの養育者は，障害をもっていなかった子どもの養育者と比べて，知的障害や精神障害を持

つことが有意に多かったとの報告もある（千葉他，2006）。また，肢体不自由児施設に養護

上の理由から措置入所した子どもを対象にした調査では，子どもは身体運動介助量が高く，

関節拘縮や股関節脱臼，側弯等の二次的変形予防のための姿勢ケアや呼吸摂食ケアが必要だ

が，養育者がそのケアを満たすことができない場合に措置入所となっており，子どもの入所

は長期化していることが示されている（續他，2007）。先行研究で明らかにされた，肢体に

障害をもつ子どもにネグレクトが多いことについては，肢体に障害をもつ子どもの場合，日

常的に介護を必要とする子どもが多く，養育者の状況が変化する等により，子どもの日常的

介護を行うことが困難となると，容易にネグレクト状態になりうることがあげられるであろ

う。個人差はあるものの，肢体に障害をもつ子どもの場合，障害のない子どもが成長発達と

ともに獲得する日常生活動作を，養育者が長年に渡り継続的に介護する必要があること，知

的障害を合併する子どもも多く，コミュニケーションをとることが困難な場合もある。また，

日常的に濃厚な医療的ケアが必要とされることもあるため，養育者の負担は大きく，養育者

の状況によっては，家庭で養育することが難しい場合もある。子どもが肢体に障害をもつ場

合には，現状の養育環境において，養育可能であるのか十分に検討をし，必要な支援を提案，

提供することが虐待防止支援の視点からは重要であるといえる。 

米山（2011）の調査では，虐待を受けて肢体不自由児施設に入所している子どもの施設退

所の見通しについて，退所の予定なしが 59％，退所に向けて準備中が 24％と，過半数の子

どもには退所の予定がないことが示されている。また，退所に向けて準備中であるとされた

子どもの退所先は 70％が他施設であり，家庭への退所見込みのある子どもはわずか 3％であ

ることが明らかにされている（米山，2011）。例えば，社会的養護を担う児童養護施設では，

平成 26 年度に施設を退所した子どもの退所先は，49.8％が家庭，31.1％が就職や進学，13.5％

が他の児童福祉施設となっている（厚生労働省，2017a）。虐待を受けて肢体不自由児施設に

入所した子どもが家庭へ戻ることは非常に稀であるといえる。これは，虐待に至ってしまっ

た親子関係を修復することの困難さに加え，障害をもつ子どもに必要とされる養育が，障害

をもたない子どもの養育と比べ，養育者の負担が大きいために，再び家庭での養育を目指し

て養育環境を調整することが難しいことも一因として考えられる。 

また，肢体不自由児施設には，運動機能障害や知的障害がないにもかかわらず，身体的疾

患による医療的ケアが日常的に必要であるために，児童養護施設の入所適応とならず，障害

児入所施設に入所している子どもいることも明らかになっている（小山内他，2012）。 

このように肢体不自由児施設は，障害児の治療，訓練に加え，障害をもつ虐待を受けた子

どもに社会的養護を行う役割も担っているといえる。肢体不自由児施設に入所する虐待を受

けた子どもには，もともと障害をもつ子どもが多いこと，ネグレクトが多く，家庭への退所
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は非常に困難であるといった特徴が明らかになっているものの，肢体不自由児施設に入所す

る虐待を受けた子どもと養育者に対する支援の実態はあまり明らかにされていない。 

 

2節 施設における虐待を受けた子どもの支援 

1. 施設養育における虐待を受けた子どもの支援 

児童虐待の防止等に関する法律の第 1 条にあるとおり，児童虐待は，「児童の人権を著しく

侵害し，その心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与える」ものである。身体的影響と

しては，頭部外傷，腹部外傷，四肢の骨折，熱傷といった即時的影響のあるものや，身体的

虐待の後遺症やネグレクトによる成長障害といった長期的に影響を及ぼすものがあげられる

（小野，2009）。また，発達期に受けた虐待により，情報処理能力や短期記憶といった高次

脳機能異常や脳の器質的変容が認められることも明らかになっている（友田，2012）。精神

的影響には，トラウマに関連する障害，アタッチメントの問題，解離性障害，行動上の問題

があげられる（西澤，2012）。このような精神的影響に対して，薬物療法や入院治療による

医療的介入が必要とされることもある。例えば，PTSD 症状，特に睡眠障害，集中困難，易

刺激性などに対しては抗不安薬や抗精神薬，抑うつ状態に対しては選択的セロトニン再取込

阻害薬，衝動性やパニックが強い時には非定型抗精神病薬が心理療法と併用して使用される

ことがある（友田，2012）。虐待やネグレクトを受けて保護された子どもは，身体の生命維

持にかかわる急性期を脱した後，受けた虐待やネグレクトの影響に対する治療を受けること

になるが，虐待やネグレクトによる子どもの心身への影響は多方面にわたり，必要とされる

治療やケアも多様である。 

虐待を受けたことによる精神的影響は多岐にわたるため，治療や支援にあたっては，多次

元的に評価する必要があるとされている。犬塚（2008）は，半構造化面接と心理テスト，チ

ェックリスト，行動観察からの情報を統合し，虐待を受けた子どもの心身への影響を 13 の領

域（身体的健康度・発育，知的能力，発達障害，愛着形成，自己像，精神症状，逸脱行動，

集団適応，生活技能，虐待の認識，家族関係，子どもを支える要素，子どもの意向）から多

次元的にかつ定量的に評価することを提唱している。虐待を受けた子どもの支援や治療は，

多機関・多職種のチームで取り組むことになるため，このような多次元的にかつ定量的に評

価することは，情報共有や各職種の役割理解，支援効果の共有等において有用である（犬塚，

2008）。また，子どもが虐待を受けた影響を克服するまでには長い期間を要する場合もあり，

認識しにくい子どもの変化を多次元的かつ定量的に共通理解することは，現状の支援を評価

する際にも有用である。 

子ども虐待による精神的影響のありようは多様であるが，その中核は，アタッチメント形

成の障害と慢性のトラウマであるといえる（杉山，2013）。さらに，アタッチメントの問題
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とトラウマの問題は関係が深い。アタッチメント形成がトラウマ耐性を作るばずであるが，

虐待を受けた子どもはアタッチメント形成に問題を持つために，些細な刺激がトラウマにな

りやすい「易トラウマ性」を持ち，繰り返しトラウマを受けることで，さらにアタッチメン

ト形成に障壁が生じるという悪循環が起こるのである（奥村，2008a）。したがって，治療の

目標として，トラウマからの回復と同時にアタッチメント形成という目標が必要であり，ど

ちらの視点も治療に含まれていないとその回復が望めないと考えられている（奥村，2008a）。 

Gil（1991）は，虐待を受けた子どもの心理療法には，トラウマを直接扱うことにより，ト

ラウマからの回復を目指す回復的アプローチと，虐待等のトラウマ体験の結果生じた感情調

整の困難さ等の心理的影響を修正することを目指す修正的アプローチの二側面からのアプロ

ーチが必要であるとする。西澤（1997，2010）は，この修正的アプローチを行うには，カウ

ンセリングなどの限られた時間や空間のみでは十分な効果は期待しにくく，子どもの生活環

境全体が子どもにとって治療的な効果をもつことが必要であるとし，「安全感・安心感の（再）

形成」と「（心理的）被保護感の（再）形成」を基礎とした①人間関係の歪みの修正，②アタ

ッチメントの形成と対象の内在化，③自己調整能力の形成の促進，④問題行動の理解と自己

への統合を目標として日常の養育を行う「治療的養育」のモデルを提唱している。 

「治療的養育」を取り入れた児童養護施設における実践では，子どもが安全感を得られる

生活環境の整備と愛着の再形成に向けた支援を基礎としながら，感情調整を子どもと共に行

い，感情を言語化する等の感情への認識を高めるアプローチにより，子どもがネガティヴな

感情を言語化できるようになったり，暴力行動が減少する等の感情調整を含む問題への効果

がみられたことが報告されている（松永，2007，2008；大迫，2003）。また，虐待を受けて

児童養護施設に入所する子どものアタッチメントを修正することを目的に，日常生活支援を

行う施設職員や里親を対象としたプログラムや，プレイセラピーを併用したプログラムが開

発，実践されている。例えば，児童養護施設に入所する幼児と日常生活支援を行うケアワー

カーを対象とし，定期的にケアワーカーと子どもがプレイを行うなかで，ケアワーカーが子

どもの安全基地の対象となるように，治療者がケアワーカーに対してフォローアップを続け

るもの（森田他，2010；徳山他，2009；徳山他，2010），ケアワーカーがアタッチメントに

ついての基礎的知識を得ることにより，ケアワーカーがアタッチメント行動に着目し，子ど

もに適切に対応することによって，子どものケアワーカーへのアタッチメント形成を促すも

の（青木，2010；青木他，2011），養育者が探索のための安全基地として，確実な避難所と

して機能しているかを，子どもとの相互作用場面のビデオを見てふり返り，同時に養育者自

身の感情状態や自他についての内的表象の見直しの支援を定期的に行うもの（Bert，2008）

等が報告されている。 

トラウマの問題に対する治療には，「未統合のトラウマ性記憶を非言語的なものや解離され
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たものを含めて，言葉が意味と形を有する物語記憶へと変化すること」が必要とされる（van 

der Kolk,et al，1996）。子どもの場合には，トラウマとなった出来事を言葉では十分に表現

することが難しいため，遊びを通じて表現することを促し，意識のレベルにおいて出来事を

理解し，その存在に耐えられるようにすることを目指す「ポストトラウマティック・プレイ

セラピー」が個別的心理療法として行われている（Gil,2006）。施設におけるトラウマの問題

に対するプログラムとしては，アタッチメント対象となる施設職員や里親にアタッチメント

に関する心理教育を行ったうえで治療の場に同席してもらい，治療者が子どものトラウマ性

の体験の曝露を行う際に養育者が子どもへの心理的サポートを行うことで，アタッチメント

関係を強化し，トラウマ性体験の表現をも促すといった，アタッチメントとトラウマの問題

に同時に働きかけるプログラムも実施されている（西澤，2008；西澤他，2010）。このプロ

グラムでは，約 70％の子どもがポストトラウマティック・プレイを示したり，被虐待体験を

施設職員に話したことが報告されている。同様に，子どもと施設職員を対象とし，トラウマ

や養育スキルに関する心理教育的セッション，感情調整スキルの学習を行いながら，トラウ

マナラティヴを目指すトラウマフォーカズト認知行動療法等の報告もある（亀岡，2016）。 

 自治体での取り組みとしては，大阪府が平成 24 年度より児童福祉施設において，トラウマ

インフォームド・ケアを推進する体制づくりを始めている。子どもの行動をトラウマの視点

から捉え直し，どのような対応が子どもの安心感を高めるために必要かについてのケース検

討会議を継続的に行うこと，トラウマインフォームド・ケアの理念理解のための研修等の実

施によって，児童心理司が，子どものトラウマ体験とトラウマ関連症状を認識し，症状が子

どもの生活にどのような影響を与えているか理解を深めること，そのうえでトラウマインフ

ォームド・ケアの視点を支援計画に反映させ，生活の中での支援が継続的に行えるよう施設

職員や養育者を支援していくことができることを目標として行われている（浅野他，2016）。 

 このように，児童養護施設をはじめとする社会的養護を行う施設養育においては，虐待を

受けた子どもに対して，個別的心理治療だけではなく，日常生活環境全体が心理治療的効果

を持つために，施設職員を対象にした教育的介入や，子どもと施設職員の関係性を扱う治療

的介入が行われるようになってきている。 

 

2. 肢体不自由児施設における虐待を受けた子どもの支援 

 日本全国 59 の肢体不自由児施設を対象にした 2010 年の調査では，虐待を受けた子どもの

入所中の対応については，約半数の施設が「虐待を受けたことを意識した見守り」や「施設

内職員のかかわり」を行っていると回答しており，「定期的面接」は 29％，「治療的養育アプ

ローチ」は 19％，「専門機関受診」は 2％が行っていると回答している（米山，2011）。約半

数の施設では，子どもが虐待を受けたことを意識したかかわりを行っており，治療的養育ア
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プローチを始めている施設もあることが分かっている。しかし，ここでいう「施設内職員の

かかわり」や「治療的養育アプローチ」の内容は明確に定義されていないため，肢体不自由

児施設でどのような治療的養育やかかわりが行われているのかは定かではない。 

 肢体不自由児施設における虐待を受けた子どもの支援についての先行研究では，ペアレン

トトレーニングを用いた取り組みによる，子どもの行動・情緒面での改善（長瀬，2011），個

別でのかかわりやスキンシップ，身体を使った遊びを意識的に行うことにより，安全安心感

の獲得を目的とした治療的養育による子どもの変化（小家石他，2012），施設から特別支援

高等部寄宿舎利用や地元中学校への進学といった進学先多様化への取り組み（景山他，

2012；小山内，2012），里親制度利用に至る取り組み（瀬戸他，2014），家庭への退所に向け

た養育者・家族支援や他部門との連携協働について（倉地他，2013；西口，2010；坂井，2011；

横山他，2014），18 歳の退所に向けた支援とその問題について（篠原，2017）等が存在する。

しかし，これらのほとんどが事例研究であり，かつ良い結果を得られた事例の報告である。

このような事例研究は，子どもの年齢，障害の種別や程度，養育者の状況，社会的サポート

等といった事例がもつ条件に影響を受けるため，その経過や支援内容は，その事例に限定的

な内容となる可能性が考えられる。一方で，肢体不自由児施設における虐待を受けた子ども

の支援といった特異性のある事例は，参考となる先行研究も少ないため，必要十分な情報が

記載されている事例研究は，実践者および研究者にとって非常に有用である。ただ，良い経

過を辿った事例が存在する一方で，良い経過を辿らなかった事例，支援に困難を抱えている

事例も存在すると考えられるが，その実態は十分に明らかにされていない。 

 

3節 本論文の問題と目的 

1. 本論文の検討課題と全体構成 

日本における子ども虐待に対する取組みは，2000 年に児童虐待の防止等に関する法律が施

行されたことを契機とし，様々な側面から進められてきている。例えば，虐待を受けた子ど

ものより適切な養育環境のあり方が検討され，社会的養護を提供する施設においては，小規

模住居型児童養育事業が進められ，小規模型の施設が増えつつある。また，虐待を受けた子

どもへの心理的支援においても，個別的心理治療だけではなく，日常生活環境全体が心理治

療的効果を持つために，施設職員を対象にした教育的介入や，子どもと施設職員の関係性を

扱う治療的介入が行われるようになってきている。 

一方で，虐待を受けた子どもが肢体に障害を持つ場合，虐待を受けた子どもの社会的養護

先として，肢体不自由児施設が選択されることもある。肢体不自由児施設は，肢体に障害を

もつ子ども及び養育者に対して専門的支援を行う多職種の職員で構成されており，肢体の障

害に関する支援においては，専門的支援を十分に提供できる施設である。しかし，肢体不自
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由児施設は，治療や訓練に加え，虐待を受けた子どもの社会的養護も担っているにもかかわ

らず，厚生労働省が行う児童養護施設入所児童等調査の対象に障害児施設は含まれていない。

そのため，肢体不自由児施設に入所している虐待を受けた子どもが受けている支援や，入所

後の経過等の実態は把握されていないという問題もある（下山田他，2016）。肢体不自由児

施設における虐待を受けた子ども及び虐待した養育者に対する系統的な援助システムの研究

はなく，それぞれの職員が試行錯誤で療育を行っているのが現状であるともいえる（下山田，

2011）。 

このような現状を踏まえ，本論では，肢体不自由児施設における，虐待を受けた子どもの

支援にはどのような課題があるのか，その課題を解決していくためには，どのような方法が

ありうるのか示唆を得ることを目指す。そのために，肢体不自由児施設の虐待を受けた子ど

もの支援における現状について，困難な状況と機能している状況についての 2 側面から調査

を進める。本論文の全体構成を図 1-1 に示す。 

第 1 章では，現在の肢体不自由児施設及び近接領域で行われている虐待を受けた子どもの

支援を先行研究から概観し，肢体不自由児施設の支援課題を明らかにするための研究課題を

示す。 

第 2 章では，肢体不自由児施設の職員が，虐待を受けた子どもに支援を行う際に経験する

困難の様相を理解することを目的とする。まず第 1 節（研究 1）では，虐待を受けた子ども

に支援を行う肢体不自由児施設の職員に焦点をあて，職員は，虐待を受けた子どもの支援に

おいてどのような困難を経験しているのか，その困難はどのような構造となっているのか，

肢体不自由児施設全体が経験する，支援における困難の全体構造を把握し，肢体不自由児施

設における虐待を受けた子どもの支援課題を把握する。続く第 2 節（研究 2）では，肢体不

自由児施設で最も人数の多い職種で，治療や訓練，日常生活支援等，肢体不自由児施設で行

われるあらゆる支援に携わる看護師を対象とし，肢体不自由児施設全体が経験する支援にお

ける困難のうち，看護師はどのような支援に対して困難を経験しているのか，看護師が経験

する困難はどのような特徴をもつのか，より具体的に理解することを目的とする。また，看

護師が経験する困難を理解することにより，虐待を受けた子どもに支援を行う肢体不自由児

施設の看護師には，どのような支援が必要とされているのかについても検討を行う。 

第 3 章（研究 3）では，支援が機能している状態に着目し，肢体不自由児施設で支援が機

能する時には，どのようなことが起こっているのか，その全体構造を知ることを目的とする。

加えて，第 2 章（研究 1・２）で明らかになった支援における困難のうち，現状においても

解決可能である支援課題はあるのか，その限界について検討を行う。 

第 4 章（研究 4）では，支援が機能し，肯定的変化をたどった事例を感情調整と内省機能

の点から詳細に分析することにより，変化過程の様相を明らかにする。また，子どもの肯定

図 1-1 本論の全体構成 
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的変化を生み出すために重要な支援における要点は何であるのか，子どもの変化過程から考

察を行う。 

第 5 章（研究 5）では，肢体不自由児施設で日常生活支援を行う職員を対象とし，職員の

支援に対する態度や子どもへの対応，バーンアウトの状況の特徴を明らかにする。また，肢

体不自由児施設の 1 病棟を対象に，虐待を受けた子どもの基本的理解とその支援についての

研修を実施し，その前後で職員の支援に対する態度や子どもへの対応，バーンアウトの状況

が変化するのかを調査する。これらより，職員が虐待を受けた子どもの支援に困難を経験し

ながらも，精神的健康を保ち，よりよい支援を行うためには，職員に対してどのような支援

が必要とされているのか考察を行う。 

以上の研究 1～5 の結果を統合し，第 6 章では，本論で明らかになった肢体不自由児施設に

おける虐待を受けた子どもの支援を行ううえでの課題及び残された研究課題について論じる。 

以下では，各章の研究課題について詳細に説明を行う。 

 

2. 職員が経験する支援における困難の全体構造（研究 1） 

 児童養護施設に入所する子どもを対象にした研究では，虐待を受けた子どもは，虐待を受

けていない子どもと比べ，「社会性の問題」，「思考の問題」，「注意の問題」，「非行的行動」，

「攻撃的行動」が有意に多いことが示されている（坪井，2005）。また，虐待を受けた子ど

もの心身への影響が回復していく過程では，治療者への退行がまず生じ，次いで攻撃性の表

出が延々と続き，徐々に自分の行動を行っているのは自分自身であるという自己同一性の感

覚が芽生え，自己コントロール感の獲得に至るという（杉山，2007）。 

 このような虐待を受けた子どもの特徴について，児童養護施設で勤務する職員を対象とし

た調査では，92.0%の職員が「子どもとのかかわりのなかで感じる過度の不満や負担感」が

あると回答している。「子どもとのかかわりのなかで感じる過度の不満や負担感」として最も

多かったのは，「子どもの性格行動上の問題」，次いで「保護者との関係」，「子どもと人間関

係がつくれない」であった（伊藤，2003）。また，児童養護施設，児童心理治療施設等の児

童福祉施設で働く職員は，「非行・行動化」，「反抗・挑発」，「多動」，「力による支配」，への

対応が難しいと感じていること，子どもの攻撃性を含んだ行動によって怒りや無力感等のネ

ガティヴな感情を引き起こされることが明らかになっている（坪井他，2011b）。このように，

先行研究では，日常生活支援を行う施設職員は，虐待を受けた子どもの行動特徴に対して，

不満や負担感，ネガティヴな感情といった支援における困難を経験していることが明らかに

なっている。 
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 知的障害児施設の職員を対象とした調査では，知的障害をもつ虐待を受けた子どもの特徴

として，「些細なことへの過敏性」，「不信感が強い」，「暴力・器物破損」，「集団生活上の課題」

等があること，職員は「虐待を受けた子どもへの支援経験不足のため困難」を感じており，

児童相談所や医療機関，心理職等の専門職との連携の必要性を感じながらも実現が困難であ

ることが明らかにされている（横澤，2013）。 

 肢体不自由児施設における，虐待を受けた子どもの支援で困難を生じた事例報告からは，

子どもを保護後，家族が児童相談所や保健所からの介入を拒否したことにより，家族支援の

開始が遅れ，親子分離後に子どもと家族の関係修復，施設と家族の関係形成が遅れたこと，

児童相談所との情報の共有や支援の協働がスムーズに機能しなかったことが問題としてあげ

られている（坂井，2011）。養育者による虐待やネグレクトで子どもが保護され，入所に至っ

た場合，養育者は子どもとの接触を制限されることもある。その場合，養育者への直接的支

援やかかわりは，子どもを保護している施設ではなく，児童相談所等の地域機関が行うこと

となる。しかし，親子分離を行う児童相談所に対し，敵対視したり，防衛的になる養育者は

少なくなく，それゆえ，親子分離を行った児童相談所が引き続き行う支援が進まないことも

問題として存在している（千賀，2011；高岡，2013）。 

 肢体不自由児施設では，日常生活支援に加え，治療，訓練，療育，ソーシャルワークを，

医師，看護師，理学療法士，作業療法士，言語聴覚士，社会福祉士，指導員，保育士，薬剤

師，検査技師，心理士といった多職種の職員が行っているが，虐待を受けた子どもに対して

職員が支援を行う際，どのような困難が存在しているのかは十分に明らかにされていない。

先行研究に示されたような，児童養護施設の職員が経験している，虐待を受けた子どもに特

徴的な行動への対応や，事例研究で示された外部機関との連携における問題以外に，肢体不

自由児施設の職員が支援で経験する困難がどのようなものか，その全体像を把握することは，

肢体不自由児施設における，虐待を受けた子どもの支援についての課題を見出すうえで有用

であろう。 

以上のことから，第 2 章 1 節（研究 1）では，肢体不自由児施設の職員が，虐待を受けた

子どもに対して支援を行う際に経験する困難とはどのようなものかを明らかにすることを目

的とする。その際には，職員が経験する困難の内容を分類するだけではなく，困難に思う理

由に該当する要素や，要素間の関連にも注目し，多職種の職員が経験する困難を統合した全

体構造を理解することを目指す。 

 

3. 看護師の支援における困難と経験との関連（研究 2） 

 2 章 2 節（研究 2）では，2 章 1 節（研究 1）によって肢体不自由児施設の職員が経験する

困難の全体構造を把握したうえで，その困難の内容をより詳細に検討する。肢体不自由児施
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設では，虐待を受けた子どもに対して，医師，看護師，理学療法士，作業療法士，言語聴覚

士，社会福祉士，指導員，保育士，薬剤師，検査技師，心理士の職員がチームとなって支援

を行う。行われる支援は，各職種が個別で行うことも多いが，支援の内容は主としてカルテ

やカンファレンス等でチーム全体に共有され，支援が進んで行く。そのため，支援における

困難さについても共有がなされる。しかし，それぞれの職員が支援において経験する困難の

特徴は，職種によって異なる可能性が考えられる。 

2 章 2 節（研究 2）では，肢体不自由児施設で最も人数の多い職種で，治療や訓練，日常生

活支援等，肢体不自由児施設で行われるあらゆる支援に携わる看護師を対象とし，看護師が

経験する虐待を受けた子どもの支援における困難とはどのような特徴をもつのか，より具体

的に理解することを目的とする。 

看護師が，肢体不自由児施設で勤務する職種で最も人数が多いのは，医療法に規定された

肢体不自由児施設の人員配置基準において，看護師に求められる配置比率が他の職種と比べ

て高いためである。肢体不自由児施設で勤務する看護師は，外来受診における治療や訓練，

入所する子どもに対する日常生活支援と治療や訓練等といった子どもの日常生活のあらゆる

場面で支援を行う。肢体不自由児施設の看護師が経験する困難は，対象となる子どもの特徴

と提供する支援の特徴から考えると，治療を目的として入院，通院する子どもに支援を行う

看護師が経験する困難と，社会的養護を目的として子どもに支援を行う児童養護施設の保育

士や指導員が経験する困難を併せ持つことが予測される。 

治療を目的に子どもが入院，通院する一般病院の病棟や外来で働く看護師を対象とした研

究では，看護師は子ども虐待にかかわる支援において，「家族の支援ニーズの見極め」，「家族

への直接的なかかわり」，「他機関・チーム間の協働」，「看護師自身の心身の負担」，「病院で

のかかわりの限界」に困難を感じていることが明らかにされている（鎌田他，2013a）。「看

護師自身の心身の負担」では，家族に対して虐待を疑いながらかかわることや，家族への配

慮のために子どもを優先できないことがあること，自分のかかわりが親子に悪影響を及ぼす

のではないかという不安があることがあげられていた。また，「病院でのかかわりの限界」で

は，外来受診時や短期入院等に時間的な制約があることや，病院の看護師としてどこまで介

入してよいかわからないといった問題があげられていた。小児病棟に勤務する看護師を対象

としたインタビュー調査では，虐待者である親を理解しようとし，共感的なかかわりを持ち

ながらも，親に対して不満や理不尽など否定的な感情や懐疑心を抱くといった複雑な感情を

持っていることが明らかにされている（辻他，2009）。在宅において虐待が疑われる子ども

と家族に支援を行う保健師を対象とした調査からは，子どもの状況を把握することの困難さ，

家族の中の母親を支え続けることの困難さ，母親の養育行動を変えることの困難さが存在す

ることが明らかにされている（水谷，2009）。以上の先行研究からは，病院で勤務する看護

図 1-1 本論の全体構成 
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師や在宅支援する保健師の支援上の困難さとしては，子どもの行動特徴に対する困難ではな

く，支援における家族との関係のあり方に困難を経験している傾向がみられた。それは，も

ちろん研究目的の志向性の可能性も考えられるが，病院看護師や地域の保健師の職務の特徴

として，虐待が疑われる段階にある子どもとその家族と接点を持ち，虐待を疑いながらも，

家族との関係性を良好に保ち，子どもの治療やケアを続けていかなければならないという状

況に置かれていることが理解できる。 

 肢体不自由児施設 33 施設の看護師を対象とした先行研究では，虐待を受けた子どもへの対

応経験がある看護師は 76.0％（275 名）いるが，虐待を受けた子どもに対応する知識や技術

があると回答したのは 10.0％（37 名）であること，77.9％（290 名）が虐待を受けた子ども

にどこまでかかわったらよいか分からないと回答していることが明らかになっている（小原

他，2012）。肢体不自由児施設の看護師の多くが，虐待を受けた子どもへどのように対応す

べきか分からないまま，支援を行っている可能性も考えられる。また，肢体不自由児施設の

看護師は，病院看護師が経験する虐待が疑われる段階における家族に対する支援の困難さに

加え，虐待を受けて措置入所した後，子どもとその家族に継続的に関わるため，その後の子

どもと家族への支援においても困難を経験していることが予測される。しかし，肢体不自由

児施設で勤務する看護師が虐待を受けた子どもの支援の際に経験する困難については，十分

に検討されていない。 

加えて，小児科看護師が虐待予防の視点で子どもや親をアセスメントすることには，小児

看護経験年数の長さが正の影響を及ぼしていること（鎌田他，2013b），肢体不自由児に対す

る虐待の判断を行うことには，虐待への対応経験の有無が関連していること（小原他，2012），

児童養護施設勤続年数 3 年未満の職員は，勤続 6~10 年及び 11 年以上の職員よりも「不全感」

を多く体験しており，勤続 4~5 年及び 6~10 年の職員は，勤続 11 年以上の職員よりも「不全

感」を多く体験しているという報告がある（神田他 2009）。これらの報告より，肢体不自由

児施設の看護師が虐待を受けた子どもの支援で経験する困難には，肢体不自由児施設での勤

務年数や，虐待を受けた子どもへの支援経験が関連していることが予測される。 

以上のことから，2 章 2 節（研究 2）では，肢体不自由児施設において，虐待を受けた子ど

もに支援を行う看護師が，どのような支援の際に困難を感じているのか，それらの困難は，

肢体不自由児施設での勤務年数や，虐待を受けた子どもの支援経験と関連があるのかを明ら

かにすることを目的とする。また，肢体不自由児施設の看護師が，虐待を受けた子どもの支

援で経験する困難の特徴を理解することにより，肢体不自由児施設の看護師には，どのよう

な支援が必要とされているのかについても検討を行う。 
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4. 職員が経験する支援が機能する全体構造（研究 3） 

 2 章（研究 1・2）では，虐待を受けた子どもの支援において，肢体不自由児施設の職員が

経験する困難の全体構造を明らかにし，加えて肢体不自由児施設の看護師が経験する困難の

特徴について検討を行う。支援における困難を明らかにすることは，現状の支援における課

題を明らかにし，課題を解決する糸口を見出すために有用である。しかし，職員が困難を経

験している一方で，「支援が機能する状況」，つまり上手く支援が進行している状況を知るこ

とも，支援のあり方や課題を考えるうえで有用であり，現実的に実現可能性の高い知見とな

りうる。肢体不自由児施設における，虐待を受けた子ども及びその養育者への「支援が機能

する状況」についての先行研究には，先述したとおり，いくつかの事例研究が存在している

（景山他，2012；倉地他，2013；小家石他，2012；小山内，2012；西口，2010；坂井，2011；

瀬戸他，2014；篠原，2017；横山他，2014）。 

 家庭への退所に至った事例研究では，入所中に判明したネグレクトに対して，子どもの入

所を延長し，子どもには規則正しい生活と安定した人間関係を継続的に提供すること，個別

的心理療法を行い，加えて，親子関係の修復への支援，在宅における支援体制の再構築によ

り家庭への退所が可能になった事例（坂井，2011），出生直後から身体的虐待とネグレクトが

あり，長期間入所していた事例に対し，子どもの身体的状態の安定に合わせて，養育者に段

階的な養育に関する支援を行うことにより，母親が子どもの養育に対して自信を持つように

なったこと，同期して子どもの親に対する反応の変化がみられたことで，親子関係が修復に

向かい，家庭復帰に至った事例（倉地，2013），養育者の精神疾患悪化のために養育困難と

なり，一時保護となった事例に対して，安定した入所生活支援により子どもに成長発達がみ

られたこと，親子及び親自身の精神科定期受診と子どもの入所による養育負担の軽減によっ

て，親の病状が安定したこと，家族間の関係を調整することによる親の養育負担の軽減，地

域支援ネットワークとの連携による在宅養育支援体制の再整備により家庭復帰に至った事例

（横山他，2014），乳児期から施設養育を受ける子どもに対して，児童相談所と連携して一

時里親養育を導入し，結果的に里親養育に移行した事例（瀬戸他，2014），出生後から NICU

に長期間入院し，施設入所となった事例について，養育者の医療的ケアに対する不安に対し，

養育者の不安を共有しながら段階的に支援し，在宅支援体制を整備することにより，家庭復

帰が可能となった事例（大月，2015）等がある。家庭に退所した事例研究を概観すると，支

援の内容は一側面に対してだけではなく，子ども，養育者，子どもと養育者の関係への支援

を計画的に行っていること，地域支援機関と連携して，在宅養育の支援体制を構築している

ことが示されている。 

 また，入所中の子どもに対する支援としては，ネグレクトにより入所する幼児に対し，地

元保育園との交流によって，子どもの社会経験を保証できた事例（阿部，2014），家庭に帰
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省することができない子どもに対して，個別的かかわりをもつこと，家族の無理のない範囲

でのつながりを維持すること，生活における子どもの役割を作ることにより，子どもの情緒

的安定が得られた事例（根神他，2014）等がある。 

 しかし，これらの先行研究は，肢体不自由児施設全体が経験している支援が機能する状況

の一部であり，その全体像は明らかでない。 

 そこで本論 3 章（研究 3）では，肢体不自由児施設の職員が経験する「支援が機能する状

況」を統合した全体的構造を理解することを目指す。肢体不自由児施設で虐待を受けた子ど

もに支援を行う全ての職種の職員を対象に，「支援が機能している」と思うことについて自由

記述回答を求め，その記述に含まれる要素や要素間の関連をボトムアップに分析することで，

職員が経験する「支援が機能する状況」を統合した全体構造を明らかにする。 

 

5. 治療的養育によって変化がみられた事例（研究 4） 

 4 章（研究 4）では，肢体不自由児施設において治療的養育により肯定的変化がみられた１

事例を，感情調整と内省機能の視点から詳細に分析することにより，子どもの変化過程の様

相を明らかにする。また，子どもの肯定的変化を生み出すために必要な支援における要因は

何であったのか，子どもの変化過程から示唆を得ることを目指す。 

 虐待を受けた子どもが示す行動特徴のひとつに感情調整の障害がある（西澤，1997；山本

他，2008）。虐待を受けた子どもは，ささいな刺激で激しい怒りの感情を持ち，それを調整

できないために暴力行動や破壊行動を起こす（西澤，2010）。そのため，虐待を受けた子ど

もにとって，状況依存的で衝動的な暴力行動や破壊行動を社会適応的に調整することは重要

な課題のひとつとされる（杉山，2007）。 

虐待を受けた子どもが感情を社会適応的に調整することが困難である理由は，トラウマ体

験による影響と，感情を適応的に調整する能力が発達する機会を得られなかったこととが相

互に作用し合って起こっていると考えられる。トラウマ体験の影響とは，トラウマ体験のフ

ラッシュバックのために制御不能な感覚に襲われることや，緊張の高い不安定な養育環境で

あったために常時覚醒亢進状態で刺激に過敏に反応しやすいことである（大石，2012）。 

感情を調整する能力の発達は，身体的な成熟と認知発達をベースとしながら，感情経験を

他者とどのように経験したかに影響を受ける（Saarni，1999）。そのような感情に関する経

験は，一定の連鎖をなして個人の中に内在化され，それは特定の関係性の文脈を越えて様々

な状況に一般化されるという（遠藤，2002）。例えば，虐待的環境にある子どもの場合，子

ども自身にネガティヴな感情が生起して表出した時，養育者から無視される，拒否される等，

養育者によって感情が調整されなかったり，言動や暴力等によって制圧されたり等，より危

機的な状況に陥るという経験をすることが想定される。その結果，子どもは自身の感情が生
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起した時，ネガティヴな感情を他者に出さない，不安や不快な時でも他者に助けを求めない，

あるいは他者を避ける，または他者を暴言や暴力で操作する等といった特有の感情調整の方

法を獲得していくと考えられる。このような感情調整の方法は，虐待的環境で生きていくた

めには適応的な方法といえるが，社会的には不適応な方法であったり，内的な葛藤状態を未

解決のまま抑制することが予測される。 

一方で，感情調整には自分の感情状態を覚知することや，感情語や感情表現を用いる能力

の発達も必要とされる（坂上，1996）。一般的に養育者は，子どもの発達の早期段階から，

子どもを明確な心をもつ独立した存在とみなし，内的な観点から子どもの行動を解釈し，内

的状態に関することばを発話の中に多く使用する傾向があるという（Meins，1997）。そのよ

うな養育者は，子どもが発信する感情表現の根底にある内的状態を内省的に考え，子どもの

感情を調整するとともに，言語的に子どもの感情を映し返す。この養育者の内省機能と映し

出しは，子どもが自分自身の感情経験にラベル付けし，その意味を見出し得る内省機能を育

むと考えられている（Fonagy，2008）。そのため，虐待等により養育者に自分の感情を内省

される経験を積んでいない子どもは，自己や他者の感情を認識する能力が低下する傾向にあ

る（奥山，2008b）。さらに，トラウマ体験による解離がある場合には，自己の身体感覚や感

情を十分に感じることができず，いきなり切れてパニックや暴力の噴出に陥るため（海野他，

2011），自身の感情状態を覚知することが難しいと考えられる。 

Gil（1991）は，虐待を受けた子どもの心理療法には，トラウマを直接扱うことにより，ト

ラウマからの回復を目指す回復的アプローチと，虐待等のトラウマ体験の結果生じた感情調

整の困難さ等の心理的影響を修正することを目指す修正的アプローチの二側面からのアプロ

ーチが必要であるとする。西澤（1997，2010）は，この修正的アプローチを行うには，カウ

ンセリングなどの限られた時間や空間のみでは十分な効果は期待しにくく，子どもの生活環

境全体が子どもにとって治療的な効果をもつことが必要であるとし，「安全感・安心感の（再）

形成」と「（心理的）被保護感の（再）形成」を基礎とした①人間関係の歪みの修正，②アタ

ッチメントの形成と対象の内在化，③自己調整能力の形成の促進，④問題行動の理解と自己

への統合を目標として日常の養育を行う「治療的養育」のモデルを提唱している。 

「治療的養育」を取り入れた児童養護施設等の実践では，子どもの生活環境を「治療的養

育」の環境に整えることには，感情調整を含む問題を軽減させる効果があることが実証され

ている（松永，2007，2008；大迫，2003）。しかし，暴力行動等の問題が軽減する過程にお

いて，子どもの感情調整がどのような変化を遂げているかについては十分に明らかにされて

いない。加えて，先行研究では，アタッチメントに関する内的作業モデルは，個人がどのよ

うなやり方で自身の情動を制御するか，あるいは環境との関わりを制御する際に情動をどの

ように用いるかに影響を与えると把握されるに至っている（坂上，2005）。このことから，
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虐待を受けた子どもの感情調整を評価する際には，単に感情調整が社会適応的に行われてい

るかどうかだけでなく，他者との関係において感情をどのように表出し，調整するようにな

るのかといった視点で感情調整の変化を検討する必要があると考えられる。 

また，このような虐待を受けた子どもが適応的な感情調整を獲得する過程は，子ども自身

の感情への気づきが進む過程でもあるとされる（杉山他，2008）。しかし，適応的な感情調

整を獲得し，暴力行動等の問題が軽減する過程において，子どもが自分自身の感情や認知を

含む内的な状態を覚知する内省機能がどのような変化を遂げているかについても十分に明ら

かにされていない。 

以上のことから本研究では，状況依存的で衝動的な暴力行動を行う虐待を受けた子ども 1

事例を対象に，「治療的養育」により，感情調整，特にネガティヴな感情における感情調整が

変化していく過程について明らかにする。その際には，他者との関係において感情調整がど

のように変化するのかを検討する。加えて，内省機能を自分自身の感情や認知を含む内的な

状態や経験を覚知することとし，子どもの内的状態についての発話を手がかりに，虐待を受

けた子どもの内省機能が「治療的養育」によりどのような過程をたどるのか明らかにする。 

本研究により明らかになる感情調整及び内省機能の変化過程は，事例がもつ条件に影響を

受けるため，限定性をもつ変化過程といえる。しかし，虐待を受けた子どもの「治療的養育」

による感情調整及び内省機能の変化過程を理解するひとつのモデルとして有用であり，他の

実践者および研究者にとって「検証可能なモデル（山田，1986）」を示すことが可能である

と考える。 

 

6.日常生活支援を行う職員の「支援に対する態度」，「職員の対応」，「バーンアウト」の特徴

と研修による変化（研究 5） 

これまでに述べてたきたとおり，発達期に虐待を受けた子どもは，精神発達や対人関係の

構築に多大な影響を受け，様々な問題行動を行う場合がある。児童養護施設に入所する子ど

もを対象にした研究では，虐待を受けた子どもは，虐待を受けていない子どもと比べ，非行

的行動や攻撃的行動等が多いという特徴があることが報告されている（坪井，2005）。また，

虐待を受けた子どもは，それまでに経験した人間関係の特異性のために，他者との信頼関係

を構築しにくく，かかわりを持とうとする大人を無意識のうちに挑発し，神経を逆撫でする

言動を弄して怒りを引き出すといった「虐待的人間関係の再現性」に陥りやすいことも知ら

れている（西澤，2010）。これらの子どもの特徴の根源には，虐待を受けたことによる愛着

の問題やトラウマの問題が考えられるため，虐待を受けた子どもにとって，施設の生活環境

は治療的であることが期待される（奥村，2008b）。しかし同時に，支援を行う職員は，虐待

を受けた子どもの特徴的な行動に対応することに強いストレスや困惑，無力感を経験してい
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ることも明らかとなっている （伊藤，2003；坪井他，2011a）。 

 このように，虐待を受けた子どもに対して行う日常生活支援は，過大な情緒的資源を要求

される職務であり，その結果，情動的消耗感，つまりバーンアウトが発生しやすい状況（久

保，2007）であると考えられる。虐待を受けた子どもに支援を行う職員を対象にした，バー

ンアウトについての研究では，年齢や性別，婚姻，経験年数といった個人的属性，施設の形

態，勤務体制，上司や同僚との関係，スーパービジョン，子どもからの暴言，共感満足・疲

労等との関連が検討されている（一ノ瀬，2014；加藤他，2012；中村，2012；鞘，2014；

高橋他，2007）。例えば，自立支援ホーム職員を対象とした調査では，職員の年齢が 44 歳

以下，宿直回数が月に 9～16 回でバーンアウト傾向が高まることが明らかにされており（一

ノ瀬，2014），児童自立支援施設職員を対象とした調査では，勤続年数 10 年以上の場合，

バーンアウト傾向が低減していることが明らかにされている（中村，2012）。 

 また，虐待を受けた子どもの行動特徴に日常的に対応することは，職員自身への心理的影

響だけではなく，職員の子どもへの対応にも影響を及ぼすことが明らかになっている。児童

福祉施設の職員は，虐待を受けた子どもの特徴のひとつである「反抗・挑発」により，子ど

もに対して「ネガティブな感情的反応」を起こしやすいことが示されているのである（坪井

他，2011b）。また，同研究において，勤務年数 5 年未満の職員は，5 年以上の職員よりも子

どもに「距離をおく対応」を多く行っていることが明らかになっており，虐待を受けた子ど

もへの対応行動は，職員の勤務年数によって異なる可能性も示唆されている。 

いうまでもなく，支援者のメンタルヘルスは，虐待を受けた子どもへの対応行動や支援と

影響を受け合う。そのため，子どもと支援者双方のために，支援者は個人としてもグループ

としても，子どもの態度の意味を知るためのスーパーバイズや，子どもの発達や治療的アプ

ローチに対するトラウマの影響を結びつけて理解するトレーニング，一般的な情報を把握す

るための実質的な支援を教えるサポートが必要とされる（Barton et al.，2012）。また，定

期的なケースカンファレンス，同僚同士による日常的なピアサポート，研修会，セミナー等

によってケースを抱え込みすぎない工夫も重要であるといえる（藤岡，2008）。 

 以上のことから，5 章（研究 5）では，第一に，肢体不自由児施設において，虐待を受けた

子どもに日常生活支援を行う職員を対象とし，バーンアウトと職員の子どもへの対応や支援

に対する態度との関連を明らかにすることを目的とする。また，先行研究と同様に，職員の

施設勤務年数によって，バーンアウトに差があるのか，合わせて，職員の子どもへの対応や

支援に対する態度に差があるのかについて検討を行う。 

 第二に，研究 1・2 による支援における困難な状況と，研究 3・4 による機能する状況につ

いての結果を踏まえたうえで，肢体不自由児施設で日常生活支援を行う職員に対して，虐待

を受けた子どもの特徴と基本的支援の方法を理解することを目的とした研修を実施し，研修
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の前後において，バーンアウトの状況，職員の子どもへの対応や支援に対する態度に変化が

みられるのかについても検討を行う。研修により，職員が子ども虐待についての基本的理解

を得ることには，どのような効果があるのか，また，効果のある研修とはどのような内容で

あるのかについて考察を行う。 
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2章 肢体不自由児施設の虐待を受けた子どもの支援における困難 

1節 職員が経験する支援における困難の全体構造（研究 1） 

1．問題と目的 

本研究の目的は，肢体不自由児施設の職員が，虐待を受けた子どもに対して支援を行う際，

どのような困難を経験しているのか，その全体構造を明らかにすることである。1 章で述べ

てきたとおり，児童養護施設を対象にした先行研究では，日常生活支援を行う職員は，子ど

もの虐待を受けた子どもに特徴的な行動への対応に，負担感やネガティヴな感情を経験して

いることが明らかにされている（伊藤，2003；坪井他 2011a）。また，知的障害児施設の職

員を対象とした調査においても，職員は，虐待を受けた子どもの行動特徴の対応に困難を経

験していることが示されている（横澤，2013）。 

肢体不自由児施設に入所する虐待を受けた子どもには，もともと障害をもっていた子ども

が多いこと，ネグレクトが多く，家庭への退所は非常に困難であるといった特徴が明らかに

なっている（米山，2011）。また，肢体不自由児施設に入所する虐待を受けた子どもの支援に

おける事例報告では，養育者が児童相談所の介入を拒否したことや，児童相談所と施設との

連携がスムーズにいかず，施設と養育者の関係形成が遅れ，その結果，養育者と子どもの関

係修復に困難を経験した事例（坂井，2011）等が示されているものの，肢体不自由児施設に

おいて，虐待を受けた子どもに支援を行う際，どのような困難が存在しているのかは十分に

明らかにされていない。 

児童養護施設や知的障害児施設を対象にした先行研究で明らかにされてきたのと同様に，

肢体不自由児施設の職員も，虐待を受けた子どもに特徴的な行動への対応に困難を経験して

いるのか，または，事例で示された地域機関との連携の問題以外に，職員が支援を行う上で

経験する困難にはどのようなものがあるのか知ることは，肢体不自由児施設における虐待を

受けた子どもの支援課題を見出すうえで有用であろう。 

肢体不自由児施設では，日常生活支援に加え，治療，訓練，療育，ソーシャルワークを多

職種の職員が行っている。障害をもつ子どもの治療，訓練，療育，ソーシャルワークの機能

を併せ持ち，多職種の職員が存在する肢体不自由児施設の職員が経験する困難は，既存の概

念や想定される構造にあてはまらない可能性が考えられる。したがって，本研究では，虐待

を受けた子どもに支援を行う肢体不自由児施設の職員を対象とし，虐待を受けた子どもの支

援で経験する困難について記述されたデータをボトムアップに分析することで，肢体不自由

児施設の職員が経験する困難を統合した全体構造を理解することを目指す。 
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2．方法 

1）研究参加者 

 日本全国の障害児入所施設で，2012 年児童福祉法の一部改正以前に肢体不自由児施設に該

当した 59 施設のうち，研究参加に同意の得られた 25 施設に勤務する，虐待を受けた子ども

の支援に携わった経験のある職員 534 名を対象とした。職員の職種は，医師，看護師，理学

療法士，作業療法士，言語聴覚士，社会福祉士，指導員，保育士，薬剤師，検査技師，心理

士のいずれかとした。また，虐待を児童虐待防止法に定められた身体的虐待，性的虐待，心

理的虐待，ネグレクトとし，児童相談所が虐待と認識していなくても，施設側が虐待を受け

たと認識している事例も該当するものとした。 

2）調査期間 

 調査は，2012 年 10 月～2013 年 2 月に実施した。 

3）調査手続き 

研究参加に同意の得られた施設の施設長宛に，研究目的と方法，倫理的配慮を記載した研

究の説明書，自記式質問調査票，切手つき返信用封筒を 1 セットにして参加可能な人数分を

送付し，各職員への配布を依頼した。調査票は無記名とし，各職員が郵送することで回収し

た。 

4）調査内容 

（1）研究参加者の属性 

年齢，性別，職種，現職経験年数，肢体不自由児施設勤務年数，勤務場所，主な勤務内

容，虐待を受けた子どもの支援経験人数について回答を求めた。 

（2）職員が経験する支援における困難 

これまでに経験した虐待を受けた子どもの支援において難しい，困難であると思うこと

を自由記述形式で回答を求めた。なお，調査票にはこの質問の他に，支援における困難の

程度等を問う質問も含まれたが，今回は分析の対象としない。 

5）倫理的配慮 

 研究参加は自由意思であること，得られた情報は研究目的以外では使用しないこと，個人

や施設が特定されることはないことを調査票に明記した。研究参加への同意は，調査票の返

送によって得られたものと判断した。なお，本研究は，岐阜大学大学院医学系研究科医学研

究等倫理審査委員会の承認を得て実施した（承認番号 24-54，25-115，26-415，27-506）。 

 

3．結果 

1）研究参加者の属性 

25 施設，534 名の職員に調査票を配布し，256 名から回答を得た（回収率 47.9％）。その
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うち，これまでに経験した虐待を受けた子どもの支援において難しい，困難であると思うこ

とについて自由記述回答のあった 135 名の回答を分析対象とした（有効回答率 52.7％）。有

効回答を得た研究参加者の属性を表 2−1 に示す。 

2）職員が経験する支援における困難の全体構造 

これまでに経験した虐待を受けた子どもの支援において難しい，困難であると思うことに

ついての回答を質的統合法（KJ 法）（山浦，2012）の分類と図解化，文章化の方法を援用し

て分析を行った。まず，記述された文章を支援において経験する困難の内容について，意味

のあるまとまりごとに切って単位化し，1 単位分の記述の内容を圧縮して表現しうる「表札」

をつけた。本研究では，困難に思う内容を分類するだけではなく，その構造を明らかにする

ことを目的とするため，単位化を行う際には，困難に思うことそのものだけではなく，困難

に思うことの理由に含まれる要素にも注目し，切り出すようにした。その結果，327 個のデ

ータ単位が得られた。各データ単位の記述内容と「表札」の同質性に着眼して小グループを

編成し，各小グループの記述内容と「表札」を熟読してそれらの内容を圧縮して表現しうる

小グループの「表札」をつけた。同じ手続きを小グループ間で行い，中グループを編成し，

同様にして大グループを編成した。グループ編成は，これ以上まとまらないと判断できるま

で繰り返し行った。その結果，18 個の大グループ，46 個の中グループ，113 個の小グループ

が編成された。グループ編成の後，大中小の順に各グループ同士の意味関係の配置を検討し

た。配置を決める際には，各グループの「表札」と記述内容を読み比べ，グループ間の意味

のつながり，相互の関係を繰り返し確認して最も適した配置を検討した。配置が決定した後，

グループ編成の順に従ってグループごとに「輪取り」を行って囲みをし，各グループの「表

札」や記述内容を再度熟読してグループ間の関係性について様々な可能性を検討し，生起の

順や相互関係を示す矢印を記入した。最後に，構成する要素及びその関係性について，スト

ーリーになるように文章化し，同時に図解化したグループの配置や関係性を示す矢印の妥当

性を確認した。その結果，大グループは 6 つの群に凝集し，それぞれが相互に関係している

ことが見いだされた。分類の結果を表 2-2 に，全体の構造を図 2-1 に示す。分類と構造配置

にあたっては，精神看護学分野の研究者 1 名，肢体不自由児施設に勤務する看護師 1 名，社

会福祉士 1 名，指導員 1 名に分類と構造配置が記述データを反映したものとなっているか，

分類と構造配置が現実に起こっていることと相違ないかについて確認し，相違があった部分

については記述データに立ち返って確認のうえ修正した。 

 まず，肢体不自由児施設の職員が虐待を受けた子どもの支援の際に経験する困難の全体構

造（図 2-1）を記述する。以下は，【 】：群，［ ］：大グループ，〈 〉：中グループ，｛ ｝：

小グループ，“ ”：記述データとする。 

 職員が経験する支援における困難は，子どもと養育者・家族に対して行う支援が中心であ
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った。支援は大きく 3 つに分けられ，【基本となる支援】と，【退所に向けた支援】，【退所後

の支援】であった。【基本となる支援】の困難さは，［子ども理解と関係構築］，［日常生活支

援］といった養育者に替わって子どもを養育する側面，［心理治療的支援］，［リハビリテーシ

ョン・療育］，［養育者の同意が必要な治療・療育］といった障害をもつ虐待を受けた子ども

を療育する側面，［養育者・家族とのかかわり・支援］，［子どもと養育者・家族をつなぐ支援］

といった子どもと養育者・家族を対象として支援を行う側面から構成されていた。このよう

に子どもに対して行われる【基本となる支援】の内容は，障害をもつ虐待を受けた子どもが

成長発達する生活そのものであり，入所中だけでなく退所後の子どもの生活の基盤となるも

のである。そのため，【基本となる支援】は，【退所に向けた支援】や【退所後の支援】に影

響を及ぼしていた。また，【基本となる支援】の困難さには，［知的な状態］，虐待や不適切な

養育を受けた子どもに特徴的である［感情調整］や［対人関係のとり方］といった【子ども

の特徴】と，［子どもを養育する状況］の困難さといった【養育者の現状】が強く影響を及ぼ

していた。【基本となる支援】が困難である理由の多くには，【子どもの特徴】や【養育者の

現状】が含まれていたためである。【子どもの特徴】や【養育者の現状】は，【基本となる支

援】を困難にする一方，支援が困難であると，【子どもの特徴】や【養育者の現状】が良い方

向へ変化しないという双方向の関係，つまり悪循環が起こる可能性が示唆されていた。これ

らより，虐待や不適切な養育を受けた子どもに特徴的な［感情調整］の困難や，特異な［対

人関係のとり方］等の【子どもの特徴】に対する心理治療的アプローチや，［子どもを養育す

る状況］に困難をもつ【養育者の現状】を変化させるようなアプローチが，その他の支援と

同時進行する必要性が示されたといえる。 

 また，支援全体と【養育者の現状】には【連携・協働体制】である［養育者・家族との関

係］，［児童相談所・地域機関との連携・協働］，［施設内の連携・協働］が影響している構造

が見いだされた。施設における子どもや養育者・家族への支援が機能するためには，［養育者・

家族との関係］が良好に保たれ，［施設内の連携・協働］を欠かすことができないのは言うま

でもない。加えて，養育者・家族が，施設にいる子どもと接する機会が少なく，施設から養

育者・家族にアプローチしにくい場合，養育者・家族と協働して子どもへの支援を行うため

には，［児童相談所・地域機関との連携・協働］は必須である。また，［児童相談所・地域機

関との連携・協働］により［養育者・家族との関係］を保ち，［養育者・家族とのかかわり・

支援］を行うことは，［子どもを養育する状況］に困難がある【養育者の現状】を左右する可

能性をも持つものである。しかし，今回の調査からは，［養育者・家族との関係］，［児童相談

所・地域機関との連携・協働］，［施設内の連携・協働］にはそれぞれ困難が存在し，【連携・

協働体制】が機能していないケースが存在することが示唆された。以上が肢体不自由児施設

の職員が経験する支援における困難の全体構造である。 
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表 2-1 研究参加者の属性 

  
    人数 % 

年齢 

30 歳未満 14  10.4  

30 歳代 30  22.2  

40 歳代 47  34.8  

50 歳代 39  28.9  

60 歳以上 4  3.0  

無回答 1  0.7  

性別 

男 24  17.8  

女 110  81.5  

無回答 1  0.7  

職種 

医師 8  5.9  

看護師 77  57.0  

社会福祉士 7  5.2  

保育士 15  11.1  

指導員 3  2.2  

理学療法士 12  8.9  

作業療法士 8  5.9  

言語聴覚士 2  1.5  

心理士 0  0.0  

その他 2  1.5  

無回答 1  0.7  

現職経験年数 

5 年未満 9  6.7  

5 年以上 10 年未満 16  11.9  

10 年以上 15 年未満 19  14.1  

15 年以上 20 年未満 15  11.1  

20 年以上 25 年未満 49  36.3  

25 年以上 30 年未満 20  14.8  

30 年以上 6  4.4  

無回答 1  0.7  

肢体不自由児施設  

勤務年数 

5 年未満 44  32.6  

5 年以上 10 年未満 21  15.6  

10 年以上 15 年未満 20  14.8  

15 年以上 20 年未満 17  12.6  

20 年以上 25 年未満 17  12.6  

25 年以上 30 年未満 11  8.1  

30 年以上 4  3.0  

無回答 1  0.7  

勤務場所 

病棟 81  60.0  

病棟と外来 33  24.4  

外来 9  6.7  

その他 11  8.1  

無回答 1  0.7  

主な勤務内容 
ケアワーク 177  67.4  

ケアワーク以外 68  32.6  

虐待を受けた子どもの

支援経験人数 

1 人 12  8.9  

2 人 15  11.1  

3 人 11  8.1  

4 人 11  8.1  

5 人以上 83  61.5  

無回答 3  2.2  
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表 2-2 職員が経験する支援における困難の全体構造の構成要素 

【群】 [大グループ] 〈中グループ〉 

子どもの特徴 

知的な状態 知的な障害 

感情調整 感情調整困難 

対人関係のとり方 

自分と他者に関する否定的な認知 

状況依存的な対人関係 

感情の抑制 

支配的な対人関係 

極端な他者との距離感 

愛される経験の不足 

養育者の現状 子どもを養育する状況 

子どもを養育するのに困難な状況 

養育者行動をとる困難さ 

虐待の認識のなさ 

変化しない養育者 

家庭へ退所する可能性の低さ 

基本となる支援 

：子ども 

子ども理解と関係構築 
障害をもつ虐待を受けた子どもの理解 

子どもとの信頼関係の構築 

日常生活支援 

基本的な生活習慣 

施設での集団生活 

代替養育 

心理治療的支援 
子どもの心理面のケア 

子どもの感情反応への対応 

リハビリテーション・療育 支援方法の悩み・分からなさ 

：養育者・家族 

養育者・家族とのかかわり・支援 養育者・家族とのかかわり・支援 

養育者の同意が必要な治療・療育 
養育者の治療・療育への同意 

同意が得られず滞る治療・支援 

：子どもと 

 養育者・家族 
子どもと養育者・家族をつなぐ支援 

子どもの養育者・家族に対する思い・不安 

子どもの養育者・家族に対する思い・不安 

への支援 

疎遠になる養育者・家族 

子どもと養育者・家族をつなぐ支援 

退所に向けた支援 

処遇の変更 

施設変更の必要性 

処遇の変更への支援 

施設・里親の不足 

社会的自立への支援 社会的自立への支援 

家族再統合への支援 家族再統合に向けた支援 

退所後の支援 家庭へ退所後の支援 
家庭へ退所後の支援体制 

再虐待の予防 

連携・協働体制 

養育者・家族との関係 

養育者・家族への直接介入 

養育者・家族との連絡・調整 

子どもを含めた家族の状況の理解 

養育者・家族との意向のズレ 

施設内の連携・協働 

施設内の連携・協働 

どのような状況でも行われる療育 

不十分な施設の支援体制 

児童相談所・地域機関との連携・協働 

児童相談所・地域機関との協力体制 

外部機関との連携にかかる手間 

児童相談所との継続的な協働 

児童相談所との認識のズレ 
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4. 考察  

 本研究で明らかになった肢体不自由児施設の職員が経験する支援における困難の全体構造

には，社会的養護を行う他の施設と共通するものと，肢体不自由児施設に特徴的な困難さが

あると考えられる。今回は，障害をもつ子どもを対象とする肢体不自由児施設に特徴的な困

難であると考えられる大・中グループに注目し，その困難について小グループや記述データ

に遡って考察を行う。 

1）子どもの特徴と子ども理解 

 本研究により明らかとなった，肢体不自由児施設の職員が障害をもつ虐待を受けた子ども

の支援において困難に感じる子どもの特徴は，［知的な状態］，［感情調整］，［対人関係のとり

方］であり，そのために支援を行うベースとして必須である［子ども理解と関係構築］が困

難になっていることが示されていた。児童福祉施設における先行研究では，職員は「子ども

の性格行動上の問題」，「子どもと人間関係がつくれない」，または，子どもの「非行・行動化」，

「反抗・挑発」，「多動」，「力による支配」，への対応が難しいと感じていることが明らかにな

っている（伊藤，2003；坪井他，2011b）。また，知的障害児施設における調査では，職員は

虐待を受けた子どもには「些細なことへの過敏性」，「不信感が強い」，「暴力・器物破損」，「集

団生活上の課題」等の特徴があり，「虐待を受けた子どもへの支援経験不足のため困難」を経

験していることが示されていた（横澤，2013）。本研究で明らかになった［感情調整］，［対

人関係のとり方］については，児童福祉施設や知的障害児施設と同様に，虐待を受けた子ど

もに特徴的な行動に対応する困難が示されたといえる。［知的な状態］については，知的障害

児施設では知的に障害をもつことが前提となるため，困難の原因として特別には認識されて

いない可能性もあるが，肢体不自由児施設の職員が経験する支援における困難の一要因とし

て認識されていることが今回明らかとなった。 

 支援を行うベースとして重要である［子ども理解と関係構築］は，〈障害をもつ虐待を受け

た子どもの理解〉と〈子どもとの信頼関係の構築〉によって構成されている。さらに〈障害

をもつ虐待を受けた子どもの理解〉は，｛子どもの本心を知る｝に加えて，｛もともとの障害

か虐待の影響か評価する｝といった，もともともつ障害と虐待を受けたことによるダメージ

とを区別して子どもの現状を理解することから構成されている。肢体不自由児施設に入所す

る子どもの障害の多くは，脳や脊髄の障害によるため，知的障害等を合併することも多い（吉

橋，2009）。知的障害の基本症状は，知能障害と適応行動の障害であることを鑑みると（宮

本，2008），【子どもの特徴】に含まれる［知的な状態］，［感情調整］の困難は，虐待を受け

た結果としてもありうるが，もともと子どもがもつ障害としてもありうる要素なのである。

子どもに知的な障害があることにより，子どもの過去の経験や養育者・家族への思いなどを，

子ども自身から明確に発話等で知り得にくいことや，パニックなどの虐待を受けていない障
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害をもつ子どもにもありうる［感情調整］の困難といった行動特徴とを区別しにくいことが，

｛子どもの本心を知る｝や｛もともとの障害か虐待の影響か評価する｝といった，虐待を受

けた子どもを理解することを難しくしている可能性が考えられる。子どもの理解を促進する

ためには，知的な障害をもつ虐待を受けた子どもの行動特徴を評価する具体的な方法や，各

職員の査定を共有して，子ども理解を深めることを可能とする［施設内の連携・協働］のあ

りかたを検討していく必要があると考える。 

2）心理治療的支援 

 [心理治療的支援]の困難は，〈子どもの心理面のケア〉と〈子どもの感情反応への対応〉で

構成されていた。そこでは，“施設に心理士が配置されていない。心理的サポートを直接的に

行ってほしい”，“専門的立場から助言指導を受けながら，私自身が心理的な支援をしていけ

る人的環境を整えてほしい”といった〈子どもの心理面のケア〉を行うことの困難な状況や，

“パニックが増えていくが，なかなかコントロールできない”，“精神的落ち込みにどう対応

したらよいかわからない”等の 〈子どもの感情反応への対応〉をすることの困難が示されて

いた。児童福祉施設における先行研究結果と同様に，職員は虐待を受けたことによる子ども

の心理的影響や行動特徴への対応が難しいと感じていることが示されているといえる。職員

が虐待を受けた子どもに必要な支援を学習できる機会を作り，子どもの養育環境を心理治療

的効果のある環境に整える取組みが行われることや，児童精神科医師や心理士と連携して子

どもの治療を進めることができる環境を作る必要があると考える。 

3）リハビリテーション・療育 

 ［リハビリテーション・療育］は，障害をもつ子どもが成長発達する上で，必要不可欠で

あり，子どもの生活の多くを占めるものである。［リハビリテーション・療育］における困難

は，〈支援方法の悩み・分からなさ〉であり，｛支援における子どもとのかかわり｝，｛目標の

設定｝によって構成されていた。｛支援における子どもとのかかわり｝の困難さは，“情緒面

での不安定さにより，周囲の関心を引いたり，振り回したりすることがあり，リハビリの時

間内での対応が難しくなることがあった”に示されているように，虐待を受けた【子どもの

特徴】のために，｛子どもとコミュニケーションを図る｝，｛子どもとのかかわり方｝，｛指示が

伝わらない｝，｛子どもと信頼関係を築く｝といった〈子どもとの信頼関係の構築〉の困難さ

とほぼ同義であり，それがリハビリテーションや療育を行う場において，｛支援における子ど

もとのかかわり｝の困難さとして表れていると考えられる。また，｛目標の設定｝の困難さに

ついては，“先天性の障害とは異なり，様々な力を持っていると思うと支援内容に悩む”や“リ

ハビリとしては機能を達している‥（中略）‥リハビリとして何かしてあげられた実感がな

かった”といった，前述した〈障害をもつ虐待を受けた子どもを理解する〉困難があるため

に，専門職として子どもにどのような目標を設定すべきなのか決定することが困難になって
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いることが示されていた。 

 ［リハビリテーション・療育］の困難さは，障害をもつ虐待を受けた子ども理解と関係構

築の困難さがベースにあり，そのために｛支援における子どもとのかかわり｝や｛目標の設

定｝が困難になっていた。障害をもつ子どもに必須である［リハビリテーション・療育］が

スムーズに進められるためには，前述した子どもを理解するための評価方法や施設内の協働

がなされることに加え，虐待を受けた子どもの［心理治療的支援］がその他の支援と同時に

進行し，［子ども理解と関係構築］が促進されることが不可欠であるといえる。これは単に，

［リハビリテーション・療育］と［心理治療的支援］が別ものとして同時に行われることを

意味しない。虐待を受けた子どもには，生活環境に心理治療的な機能が備わっている必要が

あるという治療的養育の視点では（西澤，1997），日常的に行われる［リハビリテーション・

療育］にも心理治療的な機能が含まれることが理想ではないかと考えられる。虐待を受けた

子どもの［リハビリテーション・療育］における｛目標の設定｝は身体機能面だけではなく，

虐待を受けたことによる影響をも加味した上で設定し，その目標を各職種が共有して支援が

進められていくことが必要であると考えられる。 

4）養育者の同意が必要な治療・療育 

 肢体に障害をもつ子どもにとって，身体的合併症の治療や日常生活で使用する装具の調

整・作成などは，子どもの成長や変化によって適宜行われる必要がある。しかし，それが［養

育者の同意が必要な治療・療育］である場合，〈養育者の治療・療育への同意〉を得ることが

難しい場合があり，その結果〈同意が得られずに滞る治療・支援〉があることが明らかとな

った。例えば，“親に何か承諾をもらうような書類が必要な時，例えばインフルエンザ予防接

種問診票のサインなど，あまり訪れていない親からどうやって承諾をもらうのか”や“保護

者と連絡がとれないためにすぐに検査が受けられないことがある”等である。これらは，養

育者の［子どもを養育する状況］に困難があり，そのために施設が［養育者・家族との関係］

を良好に保ち，子どもの療育を協働して行うことが難しく，その結果として［養育者の同意

が必要な治療・療育］をスムーズに行うことが出来ない場合があると理解できる。これは，

養育者自身に子どもの養育行動をとることが出来るようになるためのサポートが必要である

だけでなく，下山田（2011）や米山（2011）が指摘しているように，肢体不自由児施設では，

虐待を受けていながらも，措置入所ではなく契約入所として，一般の訓練，治療のための入

所と同等に扱われている事例が存在し，この曖昧さが養育者と施設との関係や支援のあり方

を困難にしている可能性もあると考えられる。子どもにとって必要な治療・療育を，必要な

時に受けることができる環境を整えるためには，随時養育者の状況を判断し，子どもの治療・

療育を中断しなくてもよいような措置が可能となるシステムを検討していく必要があるだろ

う。 
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5）施設と養育者・家族との関係 

肢体不自由児施設の職員が経験する支援における困難には，【養育者の現状】に困難がある

ことが示されていた。【養育者の現状】とは，［子どもを養育する状況］の困難さであり，〈子

どもを養育するのに困難な状況〉，〈養育者行動をとる困難さ〉，〈虐待の認識のなさ〉，〈変化

しない養育者〉，〈家庭へ退所する可能性の低さ〉から構成されていた。さらに，〈子どもを養

育するのに困難な状況〉は，｛養育者の知的な問題｝，｛貧困｝，｛DV 家庭｝，｛養育者の疾患｝

から構成されていた。このような〈子どもを養育するのに困難な状況〉は，虐待のリスクと

してよく知られている要因ではあるが，改めて肢体不自由児施設に入所する虐待を受けた子

どもの養育者にもそのような実態があり，それが入所後の支援をも困難にしていることが明

らかとなった。肢体に障害をもつ子どもを養育することは，通常の養育に加えて，身体的障

害による身体運動的介助，関節拘縮や股関節脱臼，側彎など二次変形予防のための姿勢管理，

呼吸摂食ケアなど養育には特別な配慮が求められる。障害をもつ子どもに要する養育の負担

は多大である（下泉，2005）。子どもが障害をもつことや，虐待によって障害をもったこと

が〈養育者行動をとる困難さ〉や〈家庭へ退所する可能性の低さ〉をより強めている可能性

が考えられる。また，肢体不自由児施設に入所している虐待を受けた子どものうち，もとも

と障害をもたなかった子どもは 20％のみであり，多くがもともと何らかの疾患や障害をもっ

ていたことが報告されている（米山，2011）。また，障害児をもつ子どもは，障害をもたない

子どもと比べて4～10倍の頻度で虐待されていると推計されていることからも（細川，2002），

障害をもつ子どもを養育する養育者に対して，その養育に関する負担を軽減できる支援が十

分に行われてきたのか養育者側のニーズを見直す必要もあるだろう。今回示された【養育者

の現状】は，子どもの入所後における状況ではあるが，早期から障害児とその養育者・家族

を対象として治療，療育を行う肢体不自由児施設は，虐待予防の視点から養育者や家族を支

援する重要な役割を担うことを再確認する必要があると考えられる（千葉他，2006；續他，

2007）。 

また，【連携・協働体制】の困難として，［養育者・家族との関係］が示されていた。［養育

者・家族との関係］では，〈養育者・家族への直接介入〉や〈養育者・家族との連絡・調整〉

といった施設側が養育者・家族支援に至る困難が含まれていた。これは，【養育者の現状】の

ために養育者・家族と関係を築く困難さがあることに加え，“施設に入所させたまま連絡がと

れない。児相は把握しているが積極的支援を行わず 18 歳を迎えた。”や，“保護者との連絡が

とれず‥（中略）‥ケアワーカーのところで止まって長い時間が経過してしまう。”というよ

うに，［施設内の連携・協働］や［児童相談所・地域機関との連携・協働］が影響しているこ

とが示されていた。［児童相談所・地域機関との連携・協働］には，〈児童相談所・地域機関

との協力体制〉，〈外部機関との連携にかかる手間〉，〈児童相談所との継続的な協働〉等とい
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った困難が存在していた。これらの困難は，養育者・家族に対して直接的で具体的な支援を

協働して行う以前の段階にある問題であり，児童相談所との情報の共有や支援の協働がスム

ーズに機能しなかったことにより，親子に対する支援が遅れたという事例研究で指摘されて

いた問題である（坂井，2011）。養育者・家族への支援が継続的に機能していくためには，ど

こが，どのように支援を提供していくことが有効なのか，形式的な連携・協働ではなく，現

状に照らして具体的に見直していくことが今後の課題であろう。障害をもつ子どもとその養

育者・家族を対象に，多職種がチームとなって，通園・外来・入所機能により早期療育・相

談支援を行ってきた肢体不自由児施設がその機能を発揮できる可能性も再度検討すべきであ

ろう。 

6）処遇の変更 

 【退所後の支援】として，［処遇の変更］に困難が存在することが明らかとなった。肢体不

自由児施設は，児童養護施設と同様，有期限施設である。そのため，多くは 18 歳で子ども

の処遇の変更が求められる。［処遇の変更］の困難さには，肢体不自由児施設が｛終身施設で

はない｝ことや，｛施設に合わない児の入所｝といった〈施設変更の必要性〉があることが示

されていた。しかし，｛適切な施設変更への取り組みがない｝，｛終身施設への変更の取り組み

が進まない｝といった〈処遇変更への支援〉が進まない現状も示されていた。その理由のひ

とつには，｛終身施設の空きがない｝，｛里親の不足｝の〈施設・里親の不足〉といった社会的

な問題が存在していた。 

 米山（2011）の調査では，肢体不自由児施設に入所する虐待を受けた子どもの退所時の行

き先は，70％が他の施設であり，その理由は，より適切な施設への移行，年齢超過による成

人施設への移行であることが示されていた。しかし，移行できる施設数は充分ではなく，18

歳以上の入所者の在所延長理由の半数は，満床等の理由による他施設への入所の待機である

ことが示されており，障害者入所施設の定員の適正化を図る必要性が指摘されている（君塚，

2011）。 

 一方で，【退所に向けた支援】においては，［社会的自立への支援］が困難であることも明

らかとなった。［社会的自立への支援］の困難さは，｛社会に適応することの困難さ｝，｛社会

的自立への支援や社会活動への参加｝から構成されている。もし，これらの［社会的自立へ

の支援］が機能するならば，施設変更ではなく地域移行が可能な子どもも存在しているので

はないかという疑問も生じる。また，［処遇の変更］は児童相談所と協働して行われることを

鑑みると，［児童相談所・地域機関との連携・協働］が困難であることも，この問題に対する

課題であると考えられる。施設変更や地域移行等，子どもの将来についての長期的目標を施

設内，外部機関がともに共有し，機能するための方法と必要な支援を再考する必要があるだ

ろう。 
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7）子どもと養育者・家族をつなぐ支援 

 肢体不自由児施設の職員は，虐待やネグレクトから保護された子どもと，その養育者や家

族との関係を保つための支援に困難を経験していることが明らかとなった。［子どもと養育

者・家族をつなぐ支援］の困難さは，〈子どもの養育者・家族に対する思い・不安〉，〈子ども

の養育者・家族に対する思い・不安への支援〉，〈疎遠になる養育者・家族〉，〈子どもと養育

者・家族をつなぐ支援〉によって構成されていた。施設入所となった子どもは，養育者・家

族と分離され，｛面会・外出・外泊の制限がある｝，｛養育者・家族が子どもから離れる｝，｛養

育者・家族が子どもとの約束を守らない｝等により，〈疎遠になる養育者・家族〉といった状

況があることが示された。それに対して職員は，｛子どもと養育者の関係を保つ対応｝，｛養育

者と子どもの関係修復｝，｛きょうだいとの交流｝といった〈子どもと養育者・家族をつなぐ

支援〉を行うが，それらの支援には，［子どもを養育する状況］に困難を抱える養育者の影響

を受け，〈子どもと養育者・家族をつなぐ支援〉が困難になっていることが示されていた。ま

た，“知的面が発達してきて，なぜ親が面会に来ないのか分かるようになると，不安が強くな

ったり対応が難しくなることもある。”や，“他児に比べ，特殊な環境下におかれているとい

うことをなんとなく気づいている児に対し，言葉かけや心理面への配慮をする時，どう対応

するとよいか迷う。”に示されているように，子ども自身には｛養育者とのつながりを求める｝，

｛自らの家庭環境への気づき｝といった〈子どもの養育者・家族に対する思い・不安〉があ

るが，｛子どもと家族について話す｝ことや｛子どもの不安への対応｝といった〈子どもの養

育者・家族への思い・不安への支援〉をどのように行ったらよいのか分からず，職員は困難

を経験していることが明らかになった。 

児童養護施設の職員を対象とした先行研究では，職員は子どもの日常的支援の実践者でも

ある一方で，親子の関係性に対しても促進的に働きかけ，両者のむすびつきを生み出し，対

話の基盤を作る媒介者としての働きもしていることが示されていた（高橋他，2012）。肢体

不自由児施設の職員も同様の働きを行っているが，そこには困難も存在していることが明ら

かとなった。また，養育者や家族とのつながりが脆い場合や，つながりを得られない場合等，

子どもの家族に関する思いや不安に対してどのように支援を行ったらよいか職員は悩んでい

る現状が示された。児童養護施設等では，家族との実質的なつながりを保っていく支援に加

え，子どもが支援者とともに成育歴上の記憶や記録を整理し，その時々の感情を表現しなが

ら自己物語を紡いでいく，ライフストーリーワークの実践が行われている（森，2011；徳永，

2011；富田，2011；塚田他，2006）。ライフストーリーワークの実践は、個別的心理治療場

面で行われるものや、ケアワーカーが同席して行われるもの、里親と家庭内で行われるもの、

ライフストーリーブックを作成するものなど様々な方法によって行われている。これらの方

法を参考に，肢体不自由児施設においても心理的支援を行うことが可能か，子どもの知的な
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状態も考慮のうえ，検討していく必要があると考える。 

 

5．本研究の限界と課題 

本研究の参加者は，看護師が多くを占めていた。これは，医療法に規定された肢体不自由

児施設の人員配置基準において，看護師に求められる配置比率が他の職種と比べて最も高い

ことを反映していると考えられる。それに比して，他の職種の回答人数は少なかった。本研

究では，少数の記述もボトムアップに分析を行うことで構造に反映させ，肢体不自由児施設

全体の構造を抽出した。しかし，おそらく各職種が経験する困難の構造は，今回明らかにな

った構造の全体像がそのまま当てはまるわけではないだろう。各職種が持つ特徴や職種間に

おける連携や協働を行う上での困難を詳細に分析することで，より具体的な支援課題を明ら

かにすることができると考えられる。2 節では，肢体不自由児施設に勤務する看護師を対象

とし，より詳細に虐待を受けた子どもへの支援における困難の内容を検討していく。 
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2節 看護師の支援における困難と 

施設勤務年数，虐待を受けた子どもの支援経験との関連（研究 2） 

1．問題と目的 

2 章 1 節（研究 1）では，肢体不自由児施設の職員は，虐待を受けた子どもに支援を行う際

に，日常生活支援，治療・訓練，養育者・家族への支援，退所に向けた支援，退所後の支援

等様々な支援の際に困難を経験しており，それらは子どもの知的な障害や感情調整困難，対

人関係のゆがみといった虐待を受けた子どもの行動特徴や，子どもを養育するのに困難な養

育者の現状，施設内外との連携・協働体制の困難さから影響を受けていることが明らかにな

った。 

しかし，肢体不自由児施設では，虐待を受けた子どもに対して，医師，看護師，理学療法

士，作業療法士，言語聴覚士，社会福祉士，指導員，保育士，薬剤師，検査技師，心理士の

多職種がチームとなって支援を行っている。どのような支援において困難を経験するかは，

それぞれの職種によって異なった特徴を有している可能性が考えられる。 

本研究では，肢体不自由児施設で最も人数の多い職種であり，肢体不自由児施設で行われ

る様々な支援に携わる看護師を対象とし，看護師が経験する虐待を受けた子どもの支援にお

ける困難とはどのような特徴をもつのか，より具体的に理解することを目的とする。肢体不

自由児施設の看護師は，外来診療，入所，通園等における，治療や検査，リハビリテーショ

ン，日常生活等，あらゆる場面で子どもとその養育者・家族に支援を行う。肢体不自由児施

設で勤務する看護師が経験する，虐待を受けた子どもの支援における困難は，支援対象とな

る子どもの特徴と提供する支援の特徴から考えると，社会的養護を目的として子どもに支援

を行う児童養護施設の保育士や指導員が経験する困難と，治療を目的として入院，通院する

子どもに支援を行う病院の看護師が経験する困難とを併せ持つことが予測される。 

肢体不自由児施設の看護師を対象とした先行研究では，虐待を受けた子どもへの対応経験

がある看護師は 76.0％（275 名）いるが，77.9％（290 名）が虐待を受けた子どもにどこま

でかかわったらよいか分からないと回答していたことが明らかになっている（小原他，2012）。

しかし，肢体不自由児施設で勤務する看護師が虐待を受けた子どもの支援の際に経験する困

難の特徴については，十分に検討されていない。 

1 章で述べてきたとおり，児童養護施設の日常生活支援を行う職員を対象にした先行研究

では，職員は，虐待を受けた子どもの特徴的な行動への対応に負担感やネガティヴな感情を

経験していることが明らかとなっている（伊藤，2003；坪井他 2011a）。 

一方で，治療を目的に子どもが入院，通院する病棟や外来で働く看護師や在宅支援を行う

保健師を対象とした先行研究では，看護師は，虐待を受けた子どもの行動特徴に対する困難

ではなく，家族との関係のあり方に困難を経験していることが示されている（鎌田他，

図 1-1 本論の全体構成 
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2013a；水谷，2009；辻他，2009）。それは，病院看護師や保健師の職務の特徴として，虐

待が疑われている段階にある子どもとその家族と接点を持ち，虐待を疑いながらも，家族と

の関係性を良好に保ち，子どもの治療やケアを続けていかなければならないという状況に置

かれていることが理解できる。 

 肢体不自由児施設の看護師は，病院看護師や保健師が経験する虐待が疑われる段階におけ

る家族に対する支援の困難さに加え，虐待を受けて措置入所した後，子どもとその家族に継

続的に支援を行うため，虐待やネグレクトが明らかになった後の子どもと家族への支援にお

いても困難を経験しているのではないかと考えられる。 

また先行研究では，小児科看護師が虐待予防の視点で子どもや親をアセスメントすること

には，小児看護経験年数の長さが正の影響を及ぼしていること（鎌田他，2013b），肢体不自

由児に対する虐待の判断を行うことには，虐待への対応経験の有無が関連していること（小

原他，2012），児童養護施設勤続年数 3 年未満の職員は，勤続 6~10 年及び 11 年以上の職員

よりも「不全感」を多く体験しており，勤続 4~5 年及び 6~10 年の職員は，勤続 11 年以上の

職員よりも「不全感」を多く体験しているという報告がある（神田他 2009）。これらの報告

より，肢体不自由児施設の看護師が虐待を受けた子どもの支援で経験する困難には，看護師

としての肢体不自由児施設での勤務年数や，虐待を受けた子どもへの支援経験が関連してい

ることが予測される。 

よって，本研究では，肢体不自由児施設の看護師は，虐待を受けた子どものどのような支

援の際に困難を感じているのか，それらの困難は，肢体不自由児施設での勤務年数や，虐待

を受けた子どもへの支援経験と関連があるのかを明らかにすることを目的とする。また，肢

体不自由児施設の看護師が，虐待を受けた子どもの支援で経験する困難の特徴を理解するこ

とにより，肢体不自由児施設の看護師には，どのような支援が必要とされているのかについ

て検討を行う。 

 

2．方法 

1）研究参加者 

 日本全国の障害児入所施設で，2012 年児童福祉法の一部改正以前に肢体不自由児施設に該

当した 59 施設のうち，研究参加に同意の得られた 25 施設に勤務する，虐待を受けた子ども

の支援に携わった経験のある職員を対象として調査を行った。職員の職種は，医師，看護師，

理学療法士，作業療法士，言語聴覚士，社会福祉士，指導員，保育士，薬剤師，検査技師，

心理士のいずれかとした。これらの職種のうち，本研究では看護師の回答を分析対象とした。

また，虐待を受けた子どもを児童虐待防止法に定められた身体的虐待，性的虐待，心理的虐

待，ネグレクトを受けた経験のある子どもとし，児童相談所が虐待と認識していなくても，
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施設側が虐待を受けた子どもであると認識している事例も該当するものとした。 

2）調査期間 

 調査は，2012 年 10 月～2013 年 2 月に実施した。 

3）調査手続き 

 研究参加に同意の得られた施設の施設長宛に，研究目的と方法，倫理的配慮を記載した研

究の説明書，自記式質問調査票，切手つき返信用封筒を 1 セットにして参加可能な人数分部

数を送付し，各職員への配布を依頼した。調査票は，無記名とし，各職員が郵送することで

回収した。 

4）調査内容 

（1）研究参加者の属性 

 年齢，性別，職種，現職経験年数，肢体不自由児施設勤務年数，勤務場所，主な勤務内

容，虐待を受けた子どもの支援経験人数について回答を求めた。 

（2）虐待を受けた子どもの支援における困難 

 肢体不自由児施設で提供されている支援内容について，先行研究等を参考に 80 項目の支

援項目を作成した（篠田，2009；伊関，2006）。項目は，全ての職種が行う支援を網羅す

るように作成した。項目の内容は，日常生活に関する支援，遊びと学習に関する支援，身

体的治療または治療的かかわり，心理治療または心理治療的かかわり，訓練に関する支援，

家族に関する支援，退所に向けた支援，就職に関する支援における具体的な支援の内容か

らなる。調査項目は，事前に肢体不自由児施設に勤務する職員 2 名に回答してもらい，現

状に実践している支援や必要と考えられる支援の内容と比べて不足はないか，表現は妥当

かを確認し，修正した。各項目について，支援を行う際に，虐待を受けていない子どもと

比べて感じる困難の程度を，「4.非常に困難に感じる」～「1.困難に感じない」の 4 件法で

回答を求めた。 

5）分析方法 

 統計解析には統計処理用ソフト SPSS（Ver.20.0）を使用し，記述統計および因子分析（最

尤法，Promax 回転）を行った。下位尺度の得点を比較するために 2 要因の分散分析を行い，

単純主効果の検定には Bonferroni 法を使用した。 

6）倫理的配慮 

 研究参加は自由意思であること，得られた情報は本研究の目的以外では使用しないこと，

個人や施設が特定されることはないことを調査票に明記した。研究参加への同意は，調査票

の返送によって得られたものと判断した。なお，本研究は，岐阜大学大学院医学系研究科医

学研究等倫理審査委員会の承認を得て実施した（承認番号 24-54，25-115，26-415，27-506）。 
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3．結果 

1）研究参加者の属性 

25 施設，534 名の職員に調査票を配布し，256 名から回答を得た（回収率 47.9％）。その

うち，虐待を受けた子どもの支援経験がないと回答したものと，虐待を受けた子どもの支援

経験の有無が無記入であるもの合計 11 名を除いた 245 名のうち，職種が看護師である 160

名の回答を分析対象とした（有効回答率 62.5％）。有効回答を得た研究参加者の属性を表 2−

3 に示す。 

2）虐待を受けた子どもの支援において「困難を感じる」割合の高い支援 

 虐待を受けた子どもに対して各支援を行う際に，虐待を受けていない子どもと比べて感じ

る困難の程度を，「4.非常に困難に感じる」～「1.困難に感じない」の 4 件法で回答を求めた

回答のうち，「4.非常に困難に感じる」または「3.困難に感じる」との回答数が，その項目の

全回答数に対して占める割合を算出した。「4.非常に困難に感じる」または「3.困難に感じる」

と回答した対象の占める割合が高い項目を順に 1 から 20 項目まで，回答した人数とその割合

を表 2−4 に示す。 

3）支援項目の因子構造の検討 

 「4.非常に困難に感じる」または「3.困難に感じる」と回答した対象の占める割合が 20％

を超える項目が 39 項目あった。その 39 項目について, 最尤法による因子分析を行った。因

子の解釈可能性から 5 因子解を採用し，最尤法，Promax 回転による因子分析を再度行った。

その結果，因子負荷量が.40 に満たない 4 項目を分析から除外し，残りの 35 項目に対して再

度最尤法，Promax 回転による因子分析を行った。最終的な因子パターンと因子間相関を表

2−5に示す。 

 第 1 因子は，就職に関する支援において本人，養育者，外部機関との話し合いや調整，通

勤練習や調整といった 8 項目で構成されていることから「社会的自立への準備」と命名した。

第 2 因子は，摂食や日常生活動作拡大に関する訓練，身体的治療の説明や検査・処置の実施，

退所に向けた支援における社会生活行動体験や訓練，遊びと学習の支援における施設外活動

といった，肢体に障害をもつ子どもの発達を促進するのに欠かせない基本的な支援 8 項目で

構成されていることから，「発達を促進する基本的支援」と命名した。第 3 因子は，家族に直

接かかわる支援 6 項目で構成されていることから，「家族との恊働」と命名した。第 4 因子は，

退所に向けた支援において本人，養育者，同職種，他職種，外部機関との話し合いや調整と，

家族に関する支援における同職種，他職種，外部機関との話し合いや調整といった 8 項目か

ら構成されていることから「退所に向けた恊働」と命名した。第 5 因子は，治療や訓練，遊

びと学習の支援について，他職種や外部機関との話し合いや調整といった 5 項目で構成され

ていることから「養育における専門職との恊働」と命名した。 
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 項目の因子分析結果において，各因子の項目の合計得点を算出し，それぞれの下位尺度得

点とした。内的整合性を検討するためにα係数を算出したところ，「社会的自立への準備」に

ついてはα＝.98，「発達を促進する基本的支援」についてはα＝.93，「家族との恊働」につ

いてはα＝.95，「退所に向けた恊働」についてはα＝.96，「養育における専門職との恊働」

についてはα＝.92 と十分な値が得られた（表 2−5）。 

4）施設勤務年数と虐待を受けた子どもの支援経験人数の影響 

 肢体不自由児施設での看護師としての勤務年数の平均は 12.01 年，中央値は 10.00 年であ

ることから，10 年を基準として，肢体不自由児施設での勤務年数（以下，勤務年数）長期群

と短期群に分類した。また，虐待を受けた子どもへの支援経験人数（以下，支援人数）につ

いても同様に，平均値が 3.78 人，中央値が 5.00 人であることから，5 人を基準として， 5

人以上群と 5 人未満群に分類した。なお，χ2 検定により群間の人数の比は有意でないこと

を確認した（χ2=.26，df=1，n.s.）。勤務年数（長期群，短期群）と支援人数（5 人以上群，

5 人未満群）を独立変数，支援に関する項目の下位尺度である「社会的自立への準備」，「発

達を促進する基本的支援」，「家族との恊働」，「退所に向けた恊働」，「養育における専門職と

の恊働」の各得点を従属変数とした 2 要因の分散分析を行った。 

 分散分析の結果を表 2−6に示す。各下位尺度における勤務年数及び支援人数の主効果は認

められなかった。「発達を促進する基本的支援」，「退所に向けた恊働」については有意な交互

作用がみられた（F(1,92)=7.76，p＜.01；F(1,87)=4.43，p＜.05）。単純主効果の検定（Bonferroni

法）を行った結果，「発達を促進する基本的支援」については，支援人数 5 人以上群における

勤務年数の主効果が有意であり，短期群の方が長期群よりも得点が有意に高かった

（F(1,92)=5.19，p＜.05）。また，短期群（10 年未満）における支援人数の主効果が有意であ

り，支援人数 5 人以上群のほうが 5 人未満群よりも得点が有意に高かった（F(1,92)=7.57，p

＜.01）。「退所に向けた恊働」については，支援人数 5 人以上群における勤務年数の単純主効

果に有意傾向があり，短期群の方が長期群よりも得点が高い傾向にあった（F(1,87)=3.91，p

＜.10）。また，勤務年数短期群（10 年未満）における支援人数の主効果も有意傾向があり，

支援人数 5 人以上群のほうが 5 人未満群よりも得点が高い傾向があった（F(1,87)=3.41，p

＜.10）。 

なお同様に，他の病院等での経験を含む看護師経験年数についても，10 年を基準として，

長期群と短期群に分類し，看護師経験年数（長期群，短期群）と虐待を受けた子どもへの支

援人数（5 人以上群，5 人未満群）を独立変数，支援に関する項目の下位尺度の各得点を従属

変数とした 2 要因の分散分析を行った。その結果，各下位尺度における看護師経験年数と支

援人数の主効果及び交互作用は認められなかった。 
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表 2-3 研究参加者の属性 

  
人数 % 

年齢 

30 歳未満 13 8.1 

30 歳代 33 20.6 

40 歳代 57 35.6 

50 歳代 53 33.1 

60 歳以上 4 2.5 

性別 
男 17 10.6 

女 143 89.4 

看護師 

経験年数 

5 年未満 9 5.6 

5 年以上 10 年未満 13 8.1 

10年以上 15年未満 17 10.6 

15年以上 20年未満 19 11.9 

20年以上 25年未満 66 41.3 

25年以上 30年未満 25 15.6 

30 年以上 11 6.9 

肢体不自由児施設

勤務年数 

5 年未満 51 31.9 

5 年以上 10 年未満 26 16.3 

10年以上 15年未満 24 15.0 

15年以上 20年未満 17 10.6 

20年以上 25年未満 19 11.9 

25年以上 30年未満 15 9.4 

30 年以上 6 3.8 

無回答 2 1.3 

勤務場所 

病棟 139 86.9 

病棟と外来 5 3.1 

外来 12 7.5 

その他 4 2.5 

主な勤務内容 
ケアワーク 143 89.4 

ケアワーク以外 17 10.6 

虐待を受けた 

子どもの 

支援経験人数 

1 人 18 11.3 

2 人 25 15.6 

3 人 18 11.3 

4 人 12 7.5 

5 人以上 87 54.4 
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表 2-4 「非常に困難に感じる」または「困難に感じる」と回答した割合の高い支援項目と 

   その回答数および全回答数における割合 

項目の内容 回答数 割合(%) 

家族への説明・指導 75 54.4 

家族との面接・話し合い 74 54.0 

家族との連絡 73 52.6 

子どもと家族の仲介・調整 68 51.1 

家族支援における家庭療育・外出の調整 64 48.2 

日常生活に関する支援における外部機関との話し合い・調整 61 43.3 

退所に向けた養育者との話し合い・調整 47 42.3 

家族支援における家族の治療 46 38.9 

家族支援におけるきょうだいの処遇 43 37.0 

退所に向けた社会生活行動体験・訓練 38 34.2 

退所に向けた物質的な準備・環境調整 35 31.8 

家族支援における外部機関との話し合い・調整 37 30.7 

退所に向けた外部機関との話し合い・調整 25 30.6 

退所に向けた他職種との話し合い・調整 34 30.3 

家族支援における他職種との話し合い・調整 36 29.1 

退所に向けた本人との話し合い・調整 32 28.8 

就職に関する支援における養育者との話し合い・調整 26 27.7 

遊びと学習の支援における外部機関との話し合い・調整 34 26.0 

退所後・就職後の相談 24 25.3 

身体的治療等についての説明 31 25.0 
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表 2-5 支援に関する項目の因子分析結果 

項目 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 

  第Ⅰ因子 社会的自立への準備（8 項目）（α=.98） 

就職に関する支援における外部機関との話し合い・調整 1.021 -.108 -.080 -.110 .232 

就職に関する支援における就職先との話し合い・調整 .978 -.098 -.026 -.001 .112 

就職に関する支援における通勤練習・調整 .971 -.036 -.114 -.099 .249 

就職に関する支援における養育者との話し合い・調整 .870 .143 .075 .030 -.095 

就職に関する支援における本人との話し合い・調整 .838 .228 .076 .019 -.253 

就職に関する支援における他職種との話し合い・調整 .834 .144 -.015 .107 -.105 

退所後・就職後の相談 .793 .090 -.031 .077 .105 

家族支援におけるきょうだいの処遇 .405 -.206 .254 .290 .217 

  第Ⅱ因子 発達を促進する基本的支援（8 項目）（α=.93） 

摂食行動に関する訓練 .033 .942 -.072 -.152 -.028 

日常生活動作拡大に関する訓練 -.045 .831 .046 -.015 .025 

身体的治療に関する検査・処置の実施 -.124 .826 .139 -.081 .158 

退所に向けた社会生活行動体験・訓練 .198 .721 -.042 .206 -.143 

遊びと学習の支援における施設外活動 .061 .663 .104 -.199 .261 

退所に向けた施設外活動への参加 .177 .631 -.022 .224 -.121 

退所に向けた日常生活動作の訓練・練習 .007 .630 -.102 .364 .123 

身体的治療等についての説明 .117 .595 .184 -.066 .041 

  第Ⅲ因子 家族との恊働（6 項目）（α=.95） 

家族との連絡 -.031 .100 .974 -.061 -.049 

家族との面接・話し合い -.087 .090 .974 .002 -.016 

家族への説明・指導 -.021 .025 .850 .082 -.051 

子どもと家族の仲介・調整 -.104 .007 .837 .106 .096 

家族支援における家庭療育・外出の調整 .033 .073 .798 -.007 .116 

家族支援における家族の治療 .278 -.312 .500 -.080 .365 

  第Ⅳ因子 退所に向けた恊働（8 項目）（α=.96） 

退所に向けた支援における他職種との話し合い・調整 .075 .013 -.024 .927 -.029 

家族支援における他職種との話し合い・調整 -.199 -.068 .046 .901 .257 

退所に向けた養育者との話し合い・調整 .081 -.110 .233 .877 -.181 

家族支援における外部機関との話し合い・調整 .107 -.073 -.088 .807 .243 

家族支援における同職種との話し合い・調整 -.114 -.102 .033 .804 .281 

退所に向けた同職種との話し合い・調整 -.014 .207 -.159 .802 .125 

退所に向けた外部機関との話し合い・調整 .244 .026 .003 .749 -.050 

退所に向けた本人との話し合い・調整 .111 .098 .093 .740 -.176 

  第Ⅴ因子 養育における専門職との恊働（5 項目）（α=.92） 

訓練に関する外部機関との話し合い・調整 .240 -.089 .038 -.001 .686 

身体的治療に関する外部機関との話し合い・調整 -.100 .309 -.008 .166 .568 

身体的治療に関する他職種との話し合い・調整 -.159 .498 .000 .090 .514 

遊びと学習の支援における外部機関との話し合い・調整 .175 .157 .028 .157 .450 

遊びと学習の支援における他職種との話し合い・調整 .053 .384 .080 .048 .446 

因子間相関 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 

Ⅰ -  .49 .40 .65 .33 

Ⅱ  -  .52 .70 .36 

Ⅲ   -  .59 .50 

Ⅳ    -  .50 

Ⅴ     -  
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表 2-6 支援に関する項目の各因子得点における 

   肢体不自由児施設勤務年数と虐待を受けた子どもの支援人数の 2要因分散分析結果 

勤務年数  短期  長期  主効果 (F 値) 交互 

作用 

(F 値) 支援人数 
 5 人 

未満 

5 人 

以上 
 

5 人 

未満 

5 人 

以上 
 

勤務 

年数 

支援 

人数 

社会的自立への 

準備 

 12.65 14.23  13.21 10.05  1.19 .23 2.05  

 (8.51) (7.86)  (8.44) (4.98)     

発達を促進する  

基本的支援 

 10.59 14.81  13.50 11.32  .07 .79 7.76** 

 (4.69) (6.39)  (5.61) (4.87)     

家族との恊働 

 12.73 15.80  14.08 13.24  .27 .92  2.83 

 (5.27) (6.88)  (6.09) (6.24)     

退所に向けた恊働 

 12.50 16.39  15.00 12.29  .26 .14 4.43* 

 (7.14) (8.74)  (6.75) (5.51)     

養育における 

専門職との恊働 

 7.70 9.55  8.30 8.12  .26 1.07 1.62  

 (3.75) (4.49)  (3.72) (4.04)     

上段：平均値，下段：(標準偏差) 

**p<.01 *p<.05 

 

 

4．考察 

1）虐待を受けた子どもの支援において困難を感じる割合の高い支援 

 肢体不自由児施設に勤務する看護師が，虐待を受けた子どもへの支援の際に，虐待を受け

ていない子どもの支援と比べて「非常に困難に感じる」または「困難に感じる」と回答した

割合の高い支援 20 項目のうち 11 項目は，子どもの家族に関する支援であった。さらに，回

答者の 50％以上が「非常に困難に感じる」または「困難に感じる」と回答した 4 項目は，全

て家族に直接かかわりをもつ支援であった。病院に勤務する看護師を対象とした先行研究と

同様に，肢体不自由児施設に勤務する看護師も，家族への直接的支援に困難を感じているこ

とが明らかとなった。家族に関する支援において困難を経験する要因のひとつには，研究 1

で明らかとなった，家族の知的な問題，貧困，DV 家庭，養育者の疾患といった養育が困難

な状況により，家族への支援の遂行が影響を受けていることが考えられる。また先行研究で

は，看護師は虐待を受けた子どもの日常生活支援を行い，家族とも直接的にかかわる機会の

多い職種であるために，家族に対して怒りを感じたり，家族を理解し肯定的にかかわろうと

しながらも，家族に対して否定的な感情を抱くことに罪悪感をもつという複雑な感情を抱く

ことが報告されている（小原他，2012；辻他，2009）。家族への支援遂行そのものに困難が
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あることに限らず，支援に伴って生じる看護師自身の複雑な感情等の経験が支援を困難に感

じることに至る可能性も十分に考えられる。家族への支援について，看護師が施設全体のチ

ームのなかでどのような役割を担い，どのような支援を行うことが求められているのか，チ

ーム内で共通の認識を持ちながら，家族に支援を提供できる体制が必要であると考える。ま

た，看護師が子どもや家族に抱く複雑な感情については，看護師自身のメンタルヘルスの視

点から，スーパービジョンや定期的なカンファレンス，日常的な同僚によるピアサポート等，

支援に携わる看護師への支援も必要であると考える（藤岡，2008）。 

 また，家族に関する支援の他に「非常に困難に感じる」または「困難に感じる」と回答し

た割合の高い支援項目に認められた特徴として，退所に向けた支援が 7 項目含まれているこ

とが挙げられる。退所に向けた支援の内容をみてみると，「退所に向けた社会生活行動体験・

訓練」等の子どもへの直接的支援は 2 項目のみであり，他の 5 項目は「退所に向けた養育者

の話し合い・調整」，「退所に向けた外部機関との話し合い・調整」等といった話し合いや調

整を行うものであった。これらの退所に向けた支援の困難は，研究 1 で明らかとなった施設

内や外部機関における連携・協働体制が不十分であることから影響を受けている可能性が考

えられる。また，肢体不自由児施設は，児童養護施設と同様に有期限施設であり，18 歳で処

遇の変更が求められる。肢体不自由児施設に入所する虐待を受けた子どもの退所時の行き先

の 70％は他の施設であるにもかかわらず，終身施設の空きがないことや，里親の不足といっ

た社会的な問題により，退所が困難となる場合も少なくない（米山，2011；君塚，2011）。

今回明らかになった退所に向けた支援の困難は，子どもの治療と訓練に加え，有期限の施設

で養育を担う肢体不自由児施設の看護師が経験する特徴的な困難であると考えられる。子ど

もの将来についての長期的目標を施設内，外部機関が共有し，協働して支援を行うことがで

きる方法と必要な社会的な整備を再考していく必要があると考える。 

2）支援における困難と看護師の経験との関連  

 

 

勤務年数短期群（10 年未満）では，「発達を促進する基本的支援」，「退所に向けた恊働」

において，虐待を受けた子どもへの支援人数が 5 人以上群のほうが 5 人未満群よりも困難を

感じる傾向があることが明らかとなった。また，同じく「発達を促進する基本的支援」，「退

所に向けた恊働」では，支援人数が 5 人以上の場合，勤務年数短期群の方が長期群よりも支

援に困難を感じる傾向が明らかになった。つまり，これらの支援においては，肢体不自由児

施設での勤務年数が10年未満でかつ虐待を受けた子どもへの支援人数が5名以上の看護師は，

虐待を受けた子ども支援において，より困難を感じているといえる。なお，これらの特徴は，

他の病院等での経験を含む看護師経験年数の長短では見出されなかった。 
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「発達を促進する基本的支援」は，看護師が日常的に行う支援である。看護師が，障害を

もつ虐待を受けた子どもに支援を行う際には，肢体や知的に障害のある子どもの特徴に加え，

虐待を受けた子どもとしての特徴を理解したうえで，子どもと信頼関係を築き，子どもに合

わせた支援を行うといった，複雑で特殊な個別的対応が求められる。肢体不自由児施設での

勤務年数が短い看護師にとって，虐待を受けた子どもへの支援経験人数の多さは，次に生か

すことができる経験としてではなく，困難を感じやすい条件となっている可能性が考えられ

る。肢体不自由児施設での勤務年数が短い看護師が，障害をもつ虐待を受けた子どもの基本

的理解と支援の基本的方法を知るとともに，子ども個別の特徴やかかわり方，具体的支援の

方法について，経験豊富な看護師や他職種と共に検討を行う機会を持つ等，サポートを受け

ながら肢体不自由児施設の看護師としての経験を積むことができるシステムが必要であると

考える。言うまでもなく，このような支援システムは子どもへの日常生活支援の質を保障す

ることにつながる。 

また，約半数の研究参加者は，虐待を受けた子どもの支援経験人数が 5 人未満であること

を鑑みると，肢体不自由児施設における虐待を受けた子ども支援の事例は限られていること

がわかる。特に「退所に向けた恊働」のありようは，子どもの障害の程度や養育者・家族の

状況，地域の社会的サポートの状況により，多様で特殊な事例が多い。そのため，現状に入

所する子どもとその養育者・家族の支援及び「退所に向けた恊働」については，病棟内及び

施設内で共有することに留まらず，様々な事例における具体的支援の内容を施設内や施設間

で共有し，知見を積み重ねていくことも有用であると考える。 
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3章 肢体不自由児施設の職員が経験する 

虐待を受けた子どもの支援が機能する全体構造（研究 3） 

1．問題と目的 

2 章 1 節（研究 1）では，肢体不自由児施設の職員は，虐待を受けた子どもに支援を行う際

に，日常生活支援，治療・訓練，養育者・家族への支援，退所に向けた支援，退所後の支援

等様々な支援の際に困難を経験しており，それらは子どもの知的な障害や感情調整困難，対

人関係のゆがみといった虐待を受けた子どもの行動特徴や，子どもを養育するのに困難な養

育者の現状，施設内外との連携・協働体制の困難さから影響を受けていることが明らかにな

った。 

また，2 章 2 節（研究 2）では，肢体不自由児施設の看護師は，虐待を受けた子どもに支援

を行う際に，家族に直接かかわりをもつ支援や，子どもの退所に向けた支援により困難を経

験していること，肢体不自由児施設での勤務年数が短く，虐待を受けた子どもの支援人数が

多い看護師は，より「発達を促進する基本的支援」や「退所に向けた協働」に困難を経験し

ていることが明らかとなった。 

虐待を受けた子どもの支援において，職員が困難を経験しているなかで，「支援が機能して

いる状況」，つまり上手く支援が進んでいる状況を知ることは，支援のあり方や課題を考える

うえで有用である。しかし，肢体不自由児施設における，虐待を受けた子ども及びその養育

者への「支援が機能している状況」についての先行研究は，事例研究に限られている（景山

他，2012；倉地他，2013；小家石他，2012；小山内，2012；西口，2010；坂井，2011；瀬

戸他，2014；篠原，2017；横山他，2014）。子どもが家庭に退所した先行研究を概観すると，

支援の内容は一側面に対してだけではなく，子ども，養育者，子どもと養育者の関係への支

援を計画的に行っていること，地域支援機関と連携して，在宅養育の支援体制を構築してい

ることが示されていた。また，入所中の子どもに対する支援では，施設入所により制限を受

ける社会経験や大人との個別的かかわりを保証できた報告等がある。しかし，これらの先行

研究は，肢体不自由児施設全体が経験している支援が機能する状況の一部であり，その全体

像は明らかでない。 

そこで本研究では，虐待を受けた子どもに支援を行う肢体不自由児施設の職員を対象に，

「支援が機能している」と思うことについて自由記述回答を求め，その記述に含まれる要素

や要素間の関連をボトムアップに分析することで，職員が認識している「支援が機能してい

る状況」を統合した全体的構造を理解することを目指す。 
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2．方法 

1）研究参加者 

 日本全国の障害児入所施設で，2012 年児童福祉法の一部改正以前に肢体不自由児施設に該

当した 59 施設のうち，研究参加に同意の得られた 25 施設に勤務する，虐待を受けた子ども

の支援に携わった経験のある職員 534 名を対象とした。職員の職種は，医師，看護師，理学

療法士，作業療法士，言語聴覚士，社会福祉士，指導員，保育士，薬剤師，検査技師，心理

士のいずれかとした。また，虐待を児童虐待防止法に定められた身体的虐待，性的虐待，心

理的虐待，ネグレクトとし，児童相談所が虐待と認識していなくても，施設側が虐待を受け

たと認識している事例も該当するものとした。 

2）調査期間 

 調査は，2012 年 10 月～2013 年 2 月に実施した。 

3）調査手続き 

 研究参加に同意の得られた施設の施設長宛に，研究目的と方法，倫理的配慮を記載した研

究の説明書，自記式質問調査票，切手つき返信用封筒を 1 セットにして参加可能な人数分を

送付し，各職員への配布を依頼した。調査票は無記名とし，各職員が郵送することで回収し

た。 

4）調査内容 

（1）研究参加者の属性 

年齢，性別，職種，現職経験年数，肢体不自由児施設勤務年数，勤務場所，主な勤務内容，

虐待を受けた子どもの支援経験人数について回答を求めた。 

（2）職員が経験する支援が機能している内容 

これまでに経験した虐待を受けた子どもの支援において上手くいっている，機能している

と思うことを自由記述形式で回答を求めた。なお，調査票にはこの質問の他に，支援におけ

る困難の程度等を問う質問も含まれたが，今回は分析の対象としない。 

5）倫理的配慮 

 研究参加は自由意思であること，得られた情報は本研究の目的以外では使用しないこと，

個人や施設が特定されることはないことを調査票に明記した。研究参加への同意は，調査票

の返送によって得られたものと判断した。なお，本研究は，岐阜大学大学院医学系研究科医

学研究等倫理審査委員会の承認を得て実施した（承認番号24-54，25-115，26-415，27-506）。 

 

3．結果 

1）研究参加者の属性 

25 施設，534 名の職員に調査票を配布し，256 名から回答を得た（回収率 47.9％）。その
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うち，これまでに経験した虐待を受けた子どもの支援において上手くいっている，機能して

いると思うことについて自由記述回答のあった 81 名の回答を分析対象とした（有効回答率

31.6％）。有効回答を得た研究参加者の属性を表 3-1 に示す。 

2）職員が経験する支援が機能する全体構造 

これまでに経験した虐待を受けた子どもの支援において上手くいっている，機能している

と思うことについての回答を質的統合法（KJ 法）（山浦，2012）の分類と図解化，文章化の

方法を援用して分析を行った。まず，記述された文章を支援が機能している内容について，

意味のあるまとまりごとに切って単位化し，1 単位分の記述の内容を圧縮して表現しうる「表

札」をつけた。本研究では，機能している内容を分類するだけではなく，その要因も含む全

体構造を明らかにすることを目的とするため，単位化を行う際には，機能していることその

ものだけではなく，機能していることの理由に含まれる要素にも注目し，切り出すようにし

た。その結果，160 個のデータ単位が得られた。各データ単位の記述内容と「表札」の同質

性に着眼して小グループを編成し，各小グループの記述内容と「表札」を熟読してそれらの

内容を圧縮して表現しうる小グループの「表札」をつけた。同じ手続きを小グループ間で行

い，中グループを編成し，同様にして大グループを編成した。グループ編成は，これ以上ま

とまらないと判断できるまで繰り返し行った。その結果，8 個の大グループ，18 個の中グル

ープ，46 個の小グループが編成された。グループ編成の後，大中小の順に各グループ同士の

意味関係の配置を検討した。配置を決める際には，各グループの「表札」と記述内容を読み

比べ，グループ間の意味のつながり，相互の関係を繰り返し確認して最も適した配置を検討

した。配置が決定した後，グループ編成の順に従ってグループごとに「輪取り」を行って囲

みをし，各グループの「表札」や「一行見出し」，記述内容を再度熟読してグループ間の関係

性について様々な可能性を検討し，生起の順や相互関係を示す矢印を記入した。最後に，構

成する要素及びその関係性について，ストーリーになるように文章化し，同時に図解化した

グループの配置や関係性を示す矢印の妥当性を確認した。分析の結果，職員が認識する虐待

を受けた子どもの支援が機能する構造は 3 個の群に凝集し，群及びグループは相互に関係し，

生起の順が存在することが見いだされた。分類の結果を表 3-2 に，中グループまで展開した

全体構造を図 3-1 に示す。 

分類については，精神看護学分野の研究者 1 名に，全ての記述データと分類結果を示し，

分類した内容が記述データを反映しているか確認を依頼し，協議のうえ修正した。分類グル

ープの表記と構造配置については，肢体不自由児施設に勤務する看護師 1 名，心理士 2 名，

社会福祉士 1 名，指導員 1 名，保育士 1 名の計 6 名に分類と構造配置が現実に起こっている

ことと相違ないか確認，協議し，相違のあった部分については，記述データに立ち返って確

認のうえ修正した。 
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 以下では，全体の構造について記述する。【 】：群，［ ］：大グループ，〈 〉：中グルー

プ，｛ ｝：小グループ，“ ”：記述データとする。 

 【支援】は【連携・恊働体制】と相互に関連し合って進められることで促進され，その結

果として，子ども，養育者，子どもと養育者の関係における【肯定的変化】に至り，さらに

【肯定的変化】は【支援】と相互に関係するという群間の構造が見いだされた。以下では，

各群及び大グループの内容について記述していく。 

3）【連携・恊働体制】 

（1）［施設内の連携・恊働体制］ 

 ［施設内の連携・恊働体制］は，｛子ども虐待についての理解｝，｛情報共有・連携体制｝，

｛共通理解と支援の方向性の統一｝で構成されていた。 

“虐待についての勉強会に参加し，その後，勉強会を通して職員に伝達している”，“虐待

に詳しい医師やケースワーカーがおり，施設内職員も知識向上することができている”のよ

うに，施設職員に｛子ども虐待についての理解｝を得られる環境があることに加え，“話し合

う機会を作る必要を職員が理解し，実践していること”，“他職種とよく話し合い，方向性を

同じにできたこと”，“子どもの変化をカンファレンスで共有して統一した支援を行っている”

といった施設内での｛情報共有・連携体制｝による｛共通理解と支援の方向性の統一｝が施

設内の職種間や病棟内で実現出来ている状況が示されていた。 

（2）［外部機関との連携・恊働体制］ 

［外部機関との連携・恊働体制］は，〈外部機関との関係の維持〉，〈外部機関との連携・恊

働〉で構成されていた。 

“地域の関係機関とは顔のみえるつながりがあるので，連携・恊働をとりやすくなってい

る”，“児童支援課，児童発達センターがあるので，連携・恊働をとりやすくなっている”の

ように，外部機関との｛顔のみえる関係｝と｛窓口となる職員や部署の存在｝を持ちながら

｛定期的な会議｝を行うことで，〈外部機関との関係の維持〉が可能となり，〈外部機関との

連携・恊働〉が行われていた。 

 また，【連携・恊働体制】は，“受け入れる前に，児相，園との話し合いがあり，どのよう

に対応するかが話し合われていたため，入園後，園全体で児のかかわりが統一できた”や“児

童相談所の職員が，家庭訪問を重ねる中で，その情報を施設職員で共有している。‥（中略）

‥母親の大変さをねぎらうことで，職員と母親との信頼関係が持てるようになった”のよう

に，［外部機関との連携・恊働体制］と［施設内の連携・恊働体制］の双方が十分に行われな

がら【支援】が進むことで，【肯定的変化】に至っていた。 
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表 3-1 研究参加者の属性 
  

    人数 % 

年齢 

30 歳未満 3  3.7  

30 歳代 16  19.8  

40 歳代 29  35.8  

50 歳代 28  34.6  

60 歳以上 5  6.2  

性別 
女 69  85.2  

男 12  14.8  

職種 

看護師 40  49.4  

保育士 10  12.3  

理学療法士 7  8.6  

医師 6  7.4  

作業療法士 5  6.2  

社会福祉士 4  4.9  

言語聴覚士 3  3.7  

指導員 2  2.5  

心理士 2  2.5  

その他 2  2.5  

現職経験年数 

5 年未満 3  3.7  

5 年以上 10 年未満 5  6.2  

10 年以上 15 年未満 10  12.3  

15 年以上 20 年未満 12  14.8  

20 年以上 25 年未満 32  39.5  

25 年以上 30 年未満 11  13.6  

30 年以上 8  9.9  

肢体不自由児施設  

勤務年数 

5 年未満 19  23.5  

5 年以上 10 年未満 11  13.6  

10 年以上 15 年未満 12  14.8  

15 年以上 20 年未満 13  16.0  

20 年以上 25 年未満 14  17.3  

25 年以上 30 年未満 7  8.6  

30 年以上 4  4.9  

無回答 1  1.2  

勤務場所 

病棟 48  59.3  

病棟と外来 23  28.4  

外来 3  3.7  

その他 7  8.6  

主な勤務内容 
ケアワーク 56  69.1  

ケアワーク以外 25  30.9  

虐待を受けた子どもの

支援経験人数 

1 人 10  12.3  

2 人 6  7.4  

3 人 7  8.6  

4 人 6  7.4  

5 人以上 52  64.2  
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表 3-2 職員が認識する支援が機能する全体構造の構成要素 

【群】 ［大グループ］ 〈中グループ〉 ｛小グループ｝ 

連携・ 

恊働体制 

施設内の     

連携・恊働体制 
施設内の連携・恊働体制 

子ども虐待についての理解 

情報共有・連携体制 

共通理解と支援の方向性の統一 

外部機関との   

連携・恊働体制 

外部機関との関係の維持 

顔のみえる関係 

窓口となる職員や部署の存在 

定期的な会議 

外部機関との連携・恊働 外部機関との連携・恊働 

支援 

子どもの支援 

代替養育 

虐待した養育者からの分離 

代替養育の保障 

教育の機会の保障 

情動的投資 

治療的養育・療育 

多種の専門職による専門的支援 

治療・リハビリテーション 

多人数の職員によるかかわり 

個別担当制 

個別的なかかわり 

スキンシップ 

子どものペースに合わせたかかわり 

心理的アプローチ 

養育者の支援 

養育者とのかかわりの継続 

対応窓口の明確化 

面接・話し合い 

自宅への訪問 

継続的な養育者への支援 

養育者の理解 
養育者の現状把握 

虐待の有無の確認 

養育者との信頼関係の構築 
養育者を尊重するかかわり 

養育者との信頼関係の構築 

社会的サポートの調整 

入所による子育ての負担軽減 

現存する人的サポートの活用 

子育て環境の調整 

子育て支援 子育て支援 

子どもと養育者の  

関係への支援 

子どもと養育者の 

つながりの保持 

子どもの現状の共有 

子どもと養育者の関係の調整 

子どもと養育者が 

直接かかわる機会の設定 

面会・外出の調整 

面会・外出・外泊の実施 

肯定的 

変化 

子どもの変化 

成長・発達 成長・発達 

虐待による心理的影響の変化 

感情の表出 

対人関係の変化 

行動の落ち着き 

向社会的行動 

養育者の変化 

子どもへの態度の変化 子どもへの態度の変化 

子育てへの態度の変化 
子育てへの関心の高まり 

子育て行動の実施 

子どもと養育者の  

関係の変化 

家庭への退所 家庭への退所 

子どもと養育者の関係の 

改善・維持 

子どもと養育者の関係の改善 

子どもと養育者の関係の維持 
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代替養育 

子どもの支援 

治療的養育・療育 

養

育

者

と

の

か

か

わ

り

の

継

続 子育てへの支援 

社会的サポートの調整 

養育者の理解 

養育者との 

信頼関係の構築 

 

養育者の支援 

施設内の連携・恊働 外部機関との関係の維持 外部機関との連携・恊働 

 
  

図 3-1 職員が認識する支援が機能する構造 

子どもと養育者の 

つながりの保持 

子どもと養育者が 

直接かかわる機会の設定 

子どもと養育者の 

関係への支援 

支援 

肯定的変化 

 

子どもと養育者の関係への変化 

子どもと養育者の関係の改善・維持 家庭への退所 

連携・恊働体制 

施設内の連携・恊働体制 外部機関との連携・恊働体制 

：中グループ 

：大グループ 

：大グループの表札 

 

  

：群 

：群の表札 

 

          ：生起の順 

          ：相互関係 

注：群間の矢印の太さは影響の強さを示す 

子どもの変化 
成長・発達 虐待による心理的影響の変化 

養育者の変化 
子どもへの態度の変化 子育てへの態度の変化 
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4）【支援】 

（1）［子どもの支援］ 

 ［子どもの支援］は，〈代替養育〉と〈治療的養育・療育〉で構成されていた。 

〈代替養育〉には，“虐待親と離れることで施設の中でやさしく，かわいく育っている”と

いった｛虐待した養育者からの分離｝を行い，虐待的環境では保障されなかった｛代替養育

の保障｝，｛教育の機会の保障｝，“スタッフが愛情を持ち続けている”といった｛情動的投資｝

を行うことが含まれていた。 

 〈治療的養育・療育〉では，“肢体不自由児施設には，医療・看護・療育・教育がそろって

おり，身体的・精神的ケアが手厚く受けられる”や“専門スタッフが多方面から関わってお

り，児の全面的な支援が上手くいっていると思う”といった｛多職種による専門的支援｝を

受けることが可能な環境と，“入所することで，必要な治療・リハビリが受けられる”や“リ

ハビリは本人の自立に大きく役立つ”等の障害をもつ子どもには必須である｛治療・リハビ

リテーション｝を入所によって受けられることが含まれていた。また，施設養育における｛多

人数の職員によるかかわり｝で子どもの養育を行いながらも，“一生とはいえないが，担当を

決めている”や“関係性支援のため，プライマリー期間を長くしている”といった｛個別担

当制｝というシステムのもと，“時間のある限り抱っこしたり，話を聴いたりする”や“何も

言わず，そばにいる”等の｛個別的かかわり｝が行われていた。また，“睡眠に入れずぐずっ

ている時には添い寝をする”といった｛スキンシップ｝，偏食や清潔行動への嫌悪感がある子

どもに対して“食事や歯磨きなど，無理強いしないようにしています。‥（中略）‥1 口 2

口食べられればよしとします”等の｛子どものペースに合わせたかかわり｝を行うこと，“虐

待された体験のフラッシュバックと思われるパニック状態への対応”などの｛心理的アプロ

ーチ｝といった虐待を受けた子どもの特徴に合わせた〈治療的養育・療育〉が日常生活支援

に取り入れられていた。 

（2）［養育者の支援］ 

 ［養育者の支援］は，〈養育者とのかかわりの継続〉，〈養育者の理解〉，〈養育者との信頼関

係の構築〉，〈社会的サポートの調整〉，〈子育て支援〉で構成されていた。 

〈養育者とのかかわりの継続〉では，｛対応窓口の明確化｝をし，｛面接・話し合い｝，｛自

宅への訪問｝，｛継続的な養育者への支援｝によって養育者とのかかわりを継続していこうと

する取組みが示されていた。養育者へのかかわり方では，“家庭生活が安定できるように，親

の就労状況，健康状況について情報収集を行う”等の｛養育者の現状把握｝や｛虐待の有無

の確認｝によって〈養育者の理解〉をしながら，“大変さをねぎらう”，“保護者をみとめてい

く”，“特別視しない，他と同じように接する”といった｛養育者を尊重するかかわり｝を行

うことで，｛養育者との信頼関係の構築｝をし，［養育者への支援］や［子どもと養育者との
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関係への支援］につなげられていた。養育者への直接的支援としては，“子どもが入所して，

負担が軽減される”等の｛入所による子育ての負担軽減｝をもとに，“親の実家との交流を進

めた”等の｛現存する人的サポートの活用｝，“親の離婚への支援を続けた”や“社会資源の

調整を行うこと”等による｛子育て環境の調整｝による養育者自身の生活の安定や，家庭へ

の退所を目指した〈社会的サポートの調整〉が行われていた。〈子育て支援〉では，“子ども

さんとのかかわり方の一例を示す”や“施設入所中に母子入院を活用した”等による｛子育

て支援｝が行われていた。 

（3）［子どもと養育者の関係への支援］ 

 ［子どもと養育者の関係への支援］は，〈子どもと養育者のつながりの保持〉，〈子どもと養

育者が直接的にかかわる機会の設定〉で構成されていた。 

〈子どもと養育者のつながりの保持〉では，“手紙などを持参して，子どもの現状を伝える”

等，養育者と｛子どもの現状の共有｝をし，｛子どもと養育者の関係の調整｝が行われていた。

〈子どもと養育者が直接的にかかわる機会の設定〉では，“気持ちが離れないように連絡を取

り合い，面会を呼びかける”等の｛面会や外出の調整｝や｛面会・外出・外泊の実施｝が行

われていた。 

5）【肯定的変化】 

（1）［子どもの変化］ 

 ［子どもの変化］は，〈成長・発達〉，〈虐待による心理的影響の変化〉で構成されていた。 

〈成長・発達〉では，“入所することで生活が保障され，成長がスムーズである”，“機能面

は回復していく。ネグレクトの児童などは色々と経験できると成長がみられる”といった障

害をもつ子どもが代替養育や治療的養育・療育を受けることによって〈成長・発達〉が促進

されることが示されていた。 

〈虐待による心理的影響の変化〉では，“感情があらわれるようになった”や“機嫌のよい

ときは，素直に感情表現できる”等の｛感情の表出｝，“甘えてくることもある”や“治療者

への表情や態度に変化が出てくる，笑いかけたり，抱っこをもとめる”等の｛対人関係の変

化｝，“行動の落ち着きが感じられるようになった”や“寝つきがよくなり，ぐずりも減って

きた”等の｛行動の落ち着き｝，“他の利用者さんを思いやる場面や心がでてきた”や“ある

程度のお手伝いも出来るようになってきた”等の｛向社会的行動｝が含まれていた。 

（2）［養育者の変化］ 

  ［養育者の変化］は，〈子どもへの態度の変化〉，〈子育てへの態度の変化〉で構成されて

いた。 

［養育者の変化］では，“受け入れが良くなる様子を感じる”等の〈子どもへの態度の変化〉

と，“子どもと一緒に生活したいという気持ちが強くなり”や“育児に自信を持つようになっ
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た”等の｛子育てへの関心の高まり｝，さらには“親として出来ることはやってくれるように

なった”や“子どもに時間をあてる努力がみられるようになった”等の｛子育て行動の実施｝

といった〈子育てへの態度の変化〉に至るケースが示されていた。 

また，これらの［養育者の変化］は，“子どもさんが変化すると親の態度にも変化が出てく

る”や“子どもさんが成長していることを感じたことにより，受け入れが良くなる様子を感

じる”というように［子どもの変化］を養育者が実感することで［養育者の変化］が起こる

と認識されていた。 

（3）［子どもと養育者の関係の変化］ 

 ［子どもと養育者の関係の変化］は，〈家庭への退所〉，〈子どもと養育者の関係の改善・維

持〉で構成されていた。 

〈子どもと養育者の関係の改善・維持〉では，“子どもとの関係が少しずつ改善された”と

いった｛子どもと養育者の関係の改善｝が起こり，“面会・外出で家族との関係は良好なまま

維持が出来ている”，“病棟のみの面会であるが，親への反感もなく，会うのを楽しみにして

いる”といった｛子どもと養育者の関係の維持｝が示され，ケースによっては〈家庭への退

所〉に至っていた。 

また，［子どもと養育者の関係の変化］では，“親との面談時，親に病気があり，色々と話

を聴くうちに，子どもとのことも話してくれるようになり，子どもとの関係が少しずつ改善

された”や“親が子どもと一緒に生活したいという気持ちが強くなり，‥（中略）‥措置解

除の方針が決まってから，短期間で社会的資源の調整を行うことができた”というように，

養育者への支援を行うことで［養育者の変化］が起こり，それが［子どもと養育者の関係の

変化］につながると認識されていた。 

 

4．考察 

1）子どもの支援 

 虐待を受けた子どもの支援が機能している状況では，社会的養護の役割である〈代替養育〉

に加え，〈治療的養育・療育〉が行われていた。その結果，〈成長・発達〉や〈虐待による心

理的影響の変化〉といった［子どもの変化］に至っていた。 

 障害をもつ子どもにとって，｛多職種による専門的支援｝や｛治療・リハビリテーション｝

を切れ目なく受けることが出来ることは，成長発達を促進する大きな手だてとなる。特に虐

待やネグレクトを受けてきた子どもは，充分に障害に対するケアを受けてこなかった場合も

ある。多種の専門職が存在している肢体不自由児施設で社会的養護を行う大きなメリットと

いえる。 

 一方で，集団で養育を行うという環境に対しては，それを補うために｛個別担当制｝によ



56 

 

り，虐待を受けた子どもの愛着関係の修正や再形成に配慮して，担当者を長い期間設定し，

｛個別的なかかわり｝や｛子どものペースに合わせたかかわり｝が行われていた。虐待を受

けた子どもへの治療的養育では，子どもの課題に合わせて大人が子どもに 1 対 1 で関わる個

別的時間を計画的に設定する必要があるとされる（楢原，2011）。肢体不自由児施設のように，

様々な目的をもつ子どもが入所している集団生活において，虐待を受けた子どもに個別で対

応を行うことや，個別の時間をとることは，集団生活の枠組みからずれると考えられるかも

しれない。しかし，虐待を受けて施設で育つ子どもにとって，個別的対応は，他者との関係

性構築や子どもの情緒の安定のために必要不可欠であると考えられる。社会的養護を目的に，

肢体不自由児施設に入所する子どもには，子どもの発達を促進する通常の日常生活支援に加

えて，安定した愛着関係の構築に対して，長期的視点にたった個別的対応が計画的に保障さ

れることが必須であると考える。 

 また，機能している支援は，［施設内の連携・恊働体制］と相互に進められていることが示

されていた。他職種間や職員同士で相談しやすく，相互補完的な環境は，自らの役割を確認

しながら支援を遂行することができ，支援が促進されると考えられる。機能している施設の

［施設内の連携・恊働体制］では，職種個別の知識だけではなく，施設全体に｛子ども虐待

についての理解｝がある前提が示されていた。勉強会やケースカンファレンスの開催等によ

る子ども虐待の共通理解をはかる場の設定や，リーダーシップをとる存在，または虐待対応

チームの存在等，［施設内の連携・恊働体制］を支えるシステムが存在していることが重要で

あると考える。 

2）養育者の支援 

 養育者の支援では，養育者の状況を理解し，信頼関係を構築することにより，養育者との

かかわりを継続しようとする状況が示されていた。そのうえで，〈社会的サポートの調整〉や

〈子育て支援〉といった［養育者の支援］を行うことによって，〈子どもへの態度の変化〉や

〈子育てへの態度の変化〉といった［養育者の変化］に至っていた。 

 子どもが虐待やネグレクトによる社会的養護を目的に施設に入所した場合，施設が担当す

るのは，主として子どもの支援である。しかし回答からは，養育者に支援を行う主体は，外

部機関の場合や施設の場合があった。それは，養育者のニーズや養育者と施設や外部機関の

状況に合う方法を選択しているためと考えられる。例えば，障害をもつ子どもを育てる養育

者の支援は，多種の専門職をもつ肢体不自由児施設が得意とする分野である。親子分離直後

の支援を経た後，養育者と子どもの関係を修復していく過程では，これらの支援を肢体不自

由児施設が担う意味は大きい。つまり，外部機関と連携・恊働して養育者の支援を行う時に

は，固定的な役割分担ありきではなく，養育者の状況を共通理解し，その状況に合わせて共

に支援の方法を検討し，役割分担を柔軟に行っていく連携・恊働体制が必要であると考える。 
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3）子どもと養育者の関係への支援 

 職員は，〈子どもと養育者のつながりの保持〉をするために，養育者と｛子どもの現状の共

有｝をし，｛子どもと養育者の関係の調整｝を行っていた。また，面会・外出・外泊といった

〈養育者と子どもが直接かかわる機会の設定〉により，子どもと養育者の関係を維持・促進

する支援を行っていることが示されていた。児童養護施設の職員を対象にした先行研究でも，

施設の職員は親と子どもをむすぶ媒介者としての役割を果たしていることが明らかになって

いる（高橋他，2012）。子どもの代替養育を行う施設が，子どもと養育者双方の状態を確認

しながら，子どもと養育者の関係に対して支援を行うことは，社会的養護を担う施設の役割

のひとつとして重要であると考える。また，施設外にいる養育者を理解し，支援を行うには，

［外部機関との連携・恊働体制］は必須である。繰り返しになるが，子どもと養育者の関係

への支援においても，子どもと養育者の状況を外部機関と共に共通理解し，状況に合わせて

支援の方法を検討し，役割分担を柔軟に行う連携・恊働体制が必要であると考える。 

 一方で 2 章 1 節（研究 1）では，肢体不自由児施設の職員が，「子どもの養育者・家族に対

する思い・不安へのかかわり」や「疎遠になる養育者・家族」といったことに困難を経験し

ていることも明らかになった。養育者や家族との直接的なやり取りや存在を実感できるよう

なつながりをもつことを望めない子どもがいることも予測される。今回の記述からは，その

ようなケースへの支援は見いだされなかったが，養育者や家族とつながることが出来ないケ

ースに対して，どのように取組む方法があり得るのか，社会的養護を担う施設として，積極

的に考えていく必要があるだろう。 

 

5．本研究の限界と課題 

 今回の記述には，“実母が有資格者であり，働く意欲も強いなど経済的基盤がしっかりして

いた”や“実母方の祖母の受け入れが良かった”といった養育者が持つ強みについて記述さ

れていたものもあった。今回の分析対象自体が，より条件の良い「機能しやすい」ケースで

あった可能性も考えられる。しかし，事例がもつ強みに注目すること自体が，支援を進めて

いく上では重要なことともいえるだろう。現状の肢体不自由児施設において，虐待を受けた

子どもや養育者の支援で困難を経験する職員がいる一方で，施設の機能や人的資源を活用し，

機能している事例も多く存在することが明らかとなった。機能している事例がもつ条件を踏

まえ，虐待を受けた子どもへの支援が機能する構造の具体的様相を明らかにし，支援を機能

させるための具体的方法を示していくことが今後の課題である。 
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4章 治療的養育によって変化がみられた事例 

－感情調整方略と内省機能の変化－（研究 4） 

1.問題と目的 

本研究では，肢体不自由児施設において，治療的養育により変化がみられた 1 事例の変化

過程を感情調整と内省機能の視点から分析することにより，虐待を受けた障害をもつ子ども

の支援において必要な視点と示唆を得ることを目的とする。 

対象とするのは，状況依存的で衝動的な暴力行動を行う虐待を受けた子ども 1 事例である。

感情調整の発達が，対人関係の中から獲得されることを鑑み，感情調整，特にネガティヴな

感情における感情調整が変化していく過程の分析では，単に感情調整が社会適応的に行われ

るかどうかではなく，他者との関係において感情調整がどのように変化するのかを検討する。

加えて，感情調整の発達に必要とされる内省機能を，自分自身の感情や認知を含む内的な状

態や経験を覚知することとし，子どもの内的状態についての発話を手がかりに，虐待を受け

た子どもの内省機能が「治療的養育」により，どのような変化過程をたどるのかについても

明らかにする。 

本研究により明らかになる感情調整及び内省機能の変化過程は，事例がもつ条件に影響を

受けるため，限定性をもつ変化過程といえる。しかし，虐待を受けた子どもの「治療的養育」

による感情調整及び内省機能の変化過程を理解するひとつのモデルとして有用であると考え

る。また，子どもの肯定的な変化過程を知ることにより，虐待を受けた子どもの治療的養育

に必要な視点についても考察を行う。 

 

2. 方法 

1）事例の概要 

（1）生育歴及び家族歴 

 A さん，11 歳（研究開始時），女児。 

 在胎 40 週で出生後，発達の遅れの指摘はなく経過したと実親の報告あり。3 歳時に実親が

離婚，6 歳時に再婚により，実親と義親との生活が始まる。新生活開始から 8 か月後，外傷

性硬膜外血腫のため救急搬送され，義親により，心理的，身体的虐待が日常的に行われてい

たことが明らかとなる。その後，実親は義親と離婚。急性期を脱した後，8 歳の時に肢体不

自由児施設に入所となる。 

 外傷性硬膜外血腫後後遺症により，痙直型片麻痺， 軽度精神発達遅滞（IQ＝56，田中ビ

ネー式知能検査Ⅴ，10 歳 5 か月時に実施），てんかんと診断される。てんかん発作は，内服

薬によりコントロール良好で，急性期以降みられていない。言語障害や記憶障害は確認され
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なかった。研究開始時には，抗てんかん薬，非定型抗精神病薬（10 歳より内服開始）が定期

処方されていた。 

施設入所後は，実父母それぞれとの面会や外泊が週末に行われていた。A さんは施設を退

所して，どちらかの自宅で養育されることを強く望んでいたが，両親共に A さんを養育出来

る状況が整っておらず，A さんはその現状を理解していた。施設退所となる 18 歳以降の処遇

は未定であった。 

（2）行動特徴 

移動動作については，片麻痺による跛行はあるものの自立歩行が可能であり，平らな平面

では走行も可能であった。更衣動作，清潔動作，食事動作などの基本的日常生活動作は身体

機能としては自力で可能であった。 

感情調整にかかわる行動特徴としては，そわそわとした落ち着きのなさがあり，病棟のス

ケジュールやルールにのって行動することが困難で，その時の自分の欲求に従って行動して

いた。自分の欲求が即時に満たされない時や，注意を受けた時，大声で叫び，身の回りにあ

るものを手当たり次第に叩く，投げる，倒す，ドアや壁を叩き続ける等の対物暴力行動があ

った。また，衝動的に病棟外へ飛び出し，施設外へ出て行ってしまうこともあった。その中

には，フラッシュバックと考えられる行動もみられた。入眠困難，中途覚醒等の睡眠パター

ンの障害があったが，非定型抗精神病薬の内服開始以降は，ほとんど認められなかった。 

A さんの解離の有無については，十分な評価を行うことができていないが，覚醒水準の低

下や幻覚・幻聴などは確認されなかった。生活記憶の健忘については明らかではないが，激

しく暴れた後，急に通常の状態に戻ったり，一変して笑ったりすることがあった。 

対人関係の特徴については，ひとりで過ごすことを嫌い，常に職員に 1 対 1 のかかわりを

求めながらも，すぐに別の職員を求めたり，新奇な大人に躊躇なく接近するといった特徴が

認められた。また，子ども同士での遊びにはあまり参加せず，他の子どもの髪を引っ張った

り，物を取ったり等の挑発的行動が度々みられ，子ども同士でのトラブルが絶えなかった。 

2）支援の概要 

（1）施設と職員 

A さんが入所する肢体不自由児施設は，主に肢体に障害を持つ 18 歳までの子どもが，手術

やリハビリテーション，または社会的養護を目的に入所する施設である。日常生活支援が看

護師，保育士，指導員の交代勤務により 24 時間体制で行われている（以下，日常生活支援を

行う看護師，保育士，指導員をケアワーカーとする）。A さんが入所する病棟は，30〜40 名

の子どもが入所しており，入所する子どもの多くが治療やリハビリテーションを目的とした

入所で，虐待やネグレクトによる社会的養護を目的として入所する子どもは病棟全体の 20％

程度であった。病棟では，21 名の看護師，4 名の保育士，2 名の指導員により，交代勤務で
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日常生活支援が行われていた（研究開始時）。つまり，病棟では毎日数人のケアワーカーがそ

れぞれ複数の子どもを担当し，業務を分担して，日常生活支援を行っていた。その他，施設

には，A さんを担当する整形外科医，小児科医，児童精神科医，臨床心理士，理学療法士，

作業療法士，社会福祉士がおり，個別に治療や支援を行っていた。 

研究者は，20XY 年 10 月から担当看護師として A さんに支援を行った。担当看護師は，担

当する子どもの日常生活における医療的支援を含む支援について療育計画を立案し，他のケ

アワーカーとともに，交代勤務により担当以外の子どもに対しても日常生活支援を提供する

役割を担っていた。 

（2）支援の方法 

 20XY 年 10 月～20XY＋1 年 3 月までの 6 か月間は，前担当看護師が立案した療育計画を

継承し支援を行った。継承した支援内容は，身体的治療・リハビリテーションについての計

画に加え，A さんへの肯定的フィードバックや 1 対 1 でかかわる時間を持つこと，衝動的な

暴力行動などに対してはその時の感情をケアワーカーが代弁して言語化すること等が主たる

ものであった。加えて，A さんの感情調整に関する状況を療育記録に残すことをケアワーカ

ー及び他の職員に依頼した。同時に，虐待を受けた子どもについて理解を深めるための勉強

会を開催し， A さんの現状についての理解を他のケアワーカー及び他の職員と共有した。 

20XY＋1 年 4 月～20XY+2 年 6 月までの 15 か月間は，これまでの計画に加えて，①A さ

んにとって予測可能で安心できる生活環境を整える，②ケアワーカーと共に感情を調整する

経験，体験を言語化して共有する経験を積むの計画を追加して実施した。計画の具体的内容

については，以下の「（3）支援の具体的内容」に示す。計画の立案に際しては，「治療的養育」

に関する先行研究や，養育者を対象にしたプログラムのうち，施設の養育で実践可能なもの

を参考に検討した（北川，2008；松永，2007，2008；楢原，2011；西澤，2008；大迫，2003）。

計画の具体的内容は，ケアワーカーによるカンファレンスで日々検討し，A さんの状況に合

わせて細かな修正を繰り返し行った。日々の経過や修正された療育計画の内容はカルテ上に

明示し，ケアワーカー及び他の職員と共有した。 

また， A さんにかかわる施設の職員，学校教員，児童相談所職員などともカンファレンス

を行い，A さんの経過を共有し，それぞれの専門的立場における支援の方向性の検討，確認

を行った。カンファレンスは，その時に参加可能なメンバーによって 20XY＋1 年 4 月～

20XY+2 年 6 月の 15 か月間で計 7 回行った。 

支援の概要について，表 4-1 に示す。 

（3）支援の具体的内容 

① Aさんにとって予測可能で安心できる生活環境を整える 

A さんが生じた感情を調整できず，衝動的に暴力行動に至る場面を考察した結果，生活環
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境や病棟のルールが A さんにとって予測がつきにくいと考えられる場面がいくつか存在した。

A さんは，自由な時間を子ども同士やひとりで過ごすことができず，常にケアワーカーとの

かかわりを求めていた。しかし，ケアワーカーが即時に対応できないこともある。そのよう

な場合に感情が高まると調整できず，衝動的な暴力行動に至っていた。これは A さんにとっ

て，毎日入れ替わるケアワーカーのうち，誰がいつ自分に対応してくれるのか分からない，

予測しにくい状況であると考えられた。また，病棟のルールはあるものの，病棟全体の状況

や A さんを担当するケアワーカーの業務量，A さんの挑発的行動や暴力行動によって，ルー

ルの逸脱が認められている場面が存在しており，その逸脱が認められない時に暴力行動に至

っていた。予測のできない虐待環境にあった子どもにとっては，生活環境を構造化すること

により，日々の行動が予測可能となることは安心感を与えるといわれている（楢原，2011）。

これらのことから，病棟の人的環境やルールを A さんにとって予測可能なものに再度設定す

る必要があると考えた。 

そこで，その日の担当ケアワーカーが誰か，いつ個別でかかわることができるか，その理

由はなぜか等，困った時にはその日の担当ケアワーカーに話すことを A さんに分かるように

伝えることで，A さんが見通しをもつことができるようにした。加えて，感情調整が困難に

なる，A さんの不安が高まりやすい場面を計画に明記し，その日の担当ケアワーカーがその

時間を A さんとともに過ごすことで，感情が高まっても，暴力行動に至らないように環境を

整えた。また，担当看護師として，勤務の際には A さんと 1 対 1 で過ごす時間を可能範囲で

確保し，A さんの希望に沿って遊ぶ等した。 

また，暴力行動や施設外に飛び出すことを想起させる行動によって特定のケアワーカーを

独占したり，要求が通る経験をしていることが明らかになった。そのため，暴力行動により

特定のケアワーカーを独占しようとしたり，要求を通そうとする場合には，対応するケアワ

ーカーを替えたり，暴力行動による要求には応えないことを A さんにはっきりと伝えること

とした。 

加えて，病棟のルールを A さんと確認し，どうしたら守ることができるのか考え，最低限

のルール「生活の枠組み」を A さんと設定した。この「生活の枠組み」は，A さんが理解し

て納得できるシンプルなものにし，口頭で A さんと共有した。設定した「生活の枠組み」は

カルテに明示してケアワーカー及び職員間で共有し，ケアワーカーは日々のかかわりのなか

で，出来ていることに注目して A さんを褒めるようにし，励まし続けた。しかし，明確なル

ールや境界の存在は自他を尊重し，社会的規範を学ぶ上で重要ではあるが，管理的な生活へ

と陥る危険もあることから（楢原，2011），ケアワーカーによるカンファレンスでは「生活の

枠組み」が妥当か検討するようにした。 
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② ケアワーカーと共に感情を調整する経験，体験を言語化して共有する経験を積む 

養育者が子どもの感情を調整するとともに，言語的に子どもの感情を映し返すことは，子

どもが自分自身の感情経験にラベル付けし，その意味を見出し得る内省機能を育むと考えら

れている（Fonagy，2004）。このことから，これまでと同様，暴力行動が起こった時には，

暴力行動をやめるよう静かに諭しながらも，落ち着けるようになだめるかかわりを行い，暴

力行動ではなく，暴力行動に至った状況と A さん自身の感情に焦点化してケアワーカーが代

弁，問う等して A さんの感情を言語化して共有するようにした。感情の言語化は，本人の感

情だけではなく，他児やケアワーカー自身の感情についても言語化して A さんに伝えるよう

にした。 

加えて，落ち着いた後に一連の出来事について振り返る機会を設けた。そこでは，なぜ感

情が高まったか，どのような気持ちであったか，どのような行動に至ったか，どうすればよ

かったかについて話し合う，代弁する等を行うようにした。また，感情が高まる時にはどう

したら良いか A さんと話し合い，その方法を試すことにした。 

A さんに以上の計画を説明し，共に取り組むことに同意を得て支援を行った。 

 なお，事例の記載に関しては，個人情報保護の観点から個人が特定されうる情報を改変ま

たは削除した。 

3）分析資料と分析手続き 

 20XY＋1 年 4 月～20XY+2 年 6 月の 15 か月間，ケアワーカーによって記録された A さん

の療育記録を分析対象とした。療育記録のうち，感情が喚起された場面，感情の調整が必要

となった場面，A さんが自らの内的状態について言及している場面と，ケアワーカーが A さ

んの内的状態について代弁を行っている場面についての記録を特定して取り出した。 

次に，感情が喚起された場面，感情の調整が必要となった場面の記録について，そこで使

用された感情調整方略を Saarni（1997，1999）の感情調整方略に従って分類した。1 つの場

面で複数の方略が使われている場面は重複して分類した。さらに，各方略に分類した記録を

繰り返し読み，他者との間でどのように感情を調整しようとしたかその調整方略の様式につ

いて，方略間でどのような違いがあるかを検討した。 

Saarni（1997，1999）は，「嫌な感情や苦痛な感情を適応的に対処する能力」の対処方略

として 6 つの感情調整方略を設定している。これらの感情調整方略は，観察可能な行動で設

定されており，本研究の目的であるネガティヴな感情における感情調整が変化する過程をケ

アワーカーの記録から明らかにするためには適当であると判断し，採用した。 

内的状態について言及している場面の記録において，その内省がどのような内的状態につ

いてなされているかを分類した。分類カテゴリーについては，会話等から内的状態語の分類

を行っている先行研究（Brown, 1991；藤崎，2002；松永他，1996；篠原 2006）において
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使用されているカテゴリーのうち，基本的な内的状態を示す「知覚」，「欲求」，「感情」，「認

知・思考」を設定した。療育記録から得られる情報は，ケアワーカーを通して記録された文

章であり，そのまま会話を録音したり，録画する情報と比べて得られる情報は限定されてい

る。そのため，複雑な内的状態を療育記録から分類することは適当ではないと考え，最も基

本的な水準における内的状態の分類を採用することとした。 

また，ケアワーカーによって言語化された A さんの内的状態については「代弁」として区

別して分類した。A さんが内省を行うきっかけを記録から判断することは困難であったが， A

さんが自ら内省を求めていると判断できる場面については，特定して取り出した。 

4）倫理的配慮 

 本研究は，本研究実施時における研究者の所属機関及び A さんが入所する施設所属長の承

認を受けて行った。また，A さんの実親には研究実施時に，事例の提供は自由意思であるこ

と，事例の提供を辞退しても不利益を被ることはないこと，個人が特定されない配慮を行う

こと等を説明し，事例提供への同意を得た。 

 また，学会誌への投稿に際し，論文投稿時点の施設所属長に論文投稿の同意を得，岐阜大

学大学院医学系研究等倫理審査委員会の承認を得た（承認番号：26-318）。 

 

表 4-1 支援の概要 

時期 支援内容 

20XY 年 10 月 

～ 

20XY＋1 年 3 月 

 

（6 か月間） 

・身体的治療・リハビリテーション 

・日常的肯定的フィードバック 

・1 対 1 でかかわる時間を持つ 

・衝動的な暴力行動時には感情を代弁して言語化する 

・ケアワーカーを対象とした 

虐待を受けた子どもを理解するための勉強会開催 

20XY＋1 年 4 月 

～ 

20XY+2 年 6 月 

 

（15 か月間） 

：分析対象期間 

上記の計画に以下を追加 

①A さんにとって予測可能で安心できる生活環境を整える 

・その日の担当ケアワーカーは誰か伝える 

・担当ケアワーカーが個別で対応できる時間帯とその理由を伝える 

・不安が高まりやすい場面では A さんとともに過ごす 

・暴力行動等による要求には応えない 

・施設生活のルール（生活の枠組み）を A さんと確認する 

②ケアワーカーと共に感情を調整する経験 

体験を言語化して共有する経験を積む 

・衝動的な暴力行動が落ち着いた後に，自身の感情等についての 

振り返りをケアワーカーと行う 

・かかわった他児やケアワーカーの感情等についても伝える 

・感情が高まった時にどうしたらよいか話し合い，試す 

・ケアワーカーによるカンファレンス（随時） 

・多職種によるカンファレンス（7 回） 

  



64 

 

3. 結果 

1）感情調整方略の変化 

表出された感情調整方略を，Saarni（1997，1999）の 6 つの感情調整方略にしたがって分

類した結果，どの方略にも当てはまらないものが存在した。それは，「身体の不調を訴えるこ

とで，生じた感情を他者によって調整されることを求める行動」である。その行動が本当に

体調の不良によるかどうかを記録から判断することは難しい。しかし，これらの記録は A さ

んが不快感情を生じうる出来事と共に記録されており，何らかの対応をケアワーカーが行っ

た経過が記録に残されていた。よって，生じた感情そのものを他者によって調整されること

を求める「慰安希求」と区別して「身体化」と命名し，分類した。また，「距離化」では他者

と共に行うことを A さん自身が希望する場合と，ひとりで行う場合が存在していた。そこで，

A さん自身がひとりで行う「距離化」を「自己完結型距離化」，他者と共に「距離化」を行う

ことを希望する場合を「他者希求型距離化」として分類した。以上 8 つの感情調整方略の定

義とその具体的内容例を表 4-2 に示す。また，感情方略に該当したエピソードの数と出現し

た時期を表 4-3 に示す。出現が記録された時期の早い方略から順に上位より配置した。 

2）内省機能の変化 

 A さん自身が自らの内的状態について言及している場面と，ケアワーカーが A さんの内的

状態の代弁を行った場面の内的状態の分類における具体的内容例を表 4-4 に示す。また，該

当したエピソードの出現した時期と数を表 4-5 に示す。観察された時期の早い内的状態から

順に上位より配置した。最も多く言及された内的状態の回数は，「欲求」と「知覚」であり，

次いで「感情」であった。最も言及された回数が少なかった内的状態は，「認知・思考」であ

った。 

 「代弁」について記録されていた場面は，記録例（表 4-4）のような，ケアワーカーが「代

弁」することによって A さんの反応が顕著にみられたエピソードであった。「欲求」につい

ては，継続的に言及されており，自分の欲求が満たされなかったエピソードについてであっ

た。「知覚」についての言及は，全て体調の不調についてであった。「感情」については，6

か月目に初めて記録され，それ以降続いて記録されていた。言及される「感情」の内容につ

いては，ネガティヴな「感情」が多く，12 エピソードあり，ポジティヴな「感情」について

の言及は 4 エピソードであった。ポジティヴな「感情」についての言及は，養育者やケアワ

ーカーからのケアや好意に対する自身の「感情」についての言及であった。「認知・思考」に

ついては，13 か月目で初めてみられ，その後続いて記録されていた。「認知・思考」につい

ては，過去の自分自身の「認知・思考」についてだけではなく，未来の抱負や計画について

も言及されていた。 

 また，A さんが自らケアワーカーと共に内省することを希望した場面が 5 つ記録されてい
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た。そのうち，自らの内省をケアワーカーにして欲しいと求めたもの，つまり，「代弁」を求

めたものが 3 か月目と 9 か月目に各 1 場面あり，自らの内省をケアワーカーに聴いて欲しい

と求めたもの，つまり，自らの内省の「共有を求めたものが 11 か月目に 2 場面，12 か月目

に 1 場面記録されていた。ケアワーカーと共に内省することを希望した場面の出現時期とエ

ピソード数を表 4-5 の下方に追加して示す。 

 

4. 考察 

1）感情調整方略 

（1）「外在化」方略の特徴とその支援 

「外在化」はほとんどの時期において他の方略よりも多く，時間の経過に従って減少する

ことなく，増減を繰り返していた（表 4-3）。「外在化」が 10 回を超えて記録された時期を確

認すると，6 か月目，7 か月目は夏休み明けの新学期の開始にあたり，13 か月目は，中学に

進学した時期に相当した。取り巻く環境の変化とそれに対応することが，A さんの感情生起

や感情調整方略に影響を与えていた可能性が考えられる。 

「外在化」のエピソード数は減少しなかったが，「外在化」の内容は，特徴的な例を表 4-1

に示すとおり，攻撃性の低い行動がみられるようになっていった。例えば，「病棟を離れる行

動」は，暴力や施設外に飛び出すなど危険を伴う行動であったが，6 か月目からは暴力行動

を伴わないことや，施設内を歩き回ることにより，高まった感情を落ち着けて戻ることが記

録されるようになった。そして，13 か月目には，問題とは関係のない活動をひとりでするこ

とで感情を調整しようとする方略である「自己完結型距離化」として採用されるようになっ

た。15 か月目には，『モノにあたりそうになったら散歩するわ』と A さん自身が方略として

言語化するようになった。しかし，「病棟を離れる行動」が感情調整方略として戦略的に使用

できるまでには，12 か月の期間を要した。これは，「外在化」が他の方略よりも優勢を保ち，

減少しなかったことと合わせて考えると，A さんに生じる感情が強いために，自らの状況を

評価して感情調整に取り組むこと自体が困難であった可能性も考えられる。 

A さんにとって「病棟を離れる行動」は，身体運動によって高ぶった感情を低減させる効

果があり，感情調整に有効に機能していた。海野他（2011）が虐待を受けた子どもが感情を

安全に表出する場所として設置したコントロールルームでは，「ぬいぐるみを用いて攻撃的な

発散をすることが役に立った」との報告がある。生じた感情を攻撃的行動で解消しようとす

る「外在化」方略が社会適応的な方略に変化していく過程には，単に「外在化」を「外在化」

以外の方略に置きかえることを目指すだけでなく，子ども自身が生じた感情を別の「行動」

に変換して安全に表出し，発散できる方法や環境を準備することも必要であると考える。 
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表 4-2 感情調整方略と内容例  

感情調整方略 方略の定義と内容例   ※〇内の数字は記録された時期（か月） 

外在化 生じた感情を攻撃的な活動で解消しようとする対処方略 

 
①叫びながらドアを叩く 

⑬ドアを強くしめて病棟から出ていく 

＊身体化 
身体の不調を訴えることで， 

生じた感情を他者によって調整されることを求める方略 

 ①『足が痛い』と車いすで登校する。スタッフに甘えて押してもらう 

内在化 生じた感情を表出せずに抑制する方略 

 ②担当者が他児と散歩へ行き不満気。表情暗い 

慰安希求 生じた感情を他者によって調節されることを求める方略 

 
③泣きながらケアワーカーを叩く。離れようとすると側にいてほしいと手を引く 

援助希求 問題を解決するために他者に援助を求める方略 

 
⑤他児とのトラブルでケアワーカーに助けを求める 

＊他者希求型 問題とは関係のない活動を他者と行うことで，感情を調節しようとする方略 

距離化 ⑥『部屋で CDを一緒に聴こう』と気分転換できる 

＊自己完結型 問題とは関係のない活動をひとりですることで，感情を調節しようとする方略 

距離化 ⑬『散歩に行ってくる』といい病棟を出ていく。機嫌を直して戻ってくる 

問題解決 原因となった問題を解決することで感情調整を図る方略 

 該当なし 

＊：Saarni（1997，1999）の感情調整方略に改変を加えた方略，もしくは追加した方略 

 

 
表 4-3 感情調整方略に該当したエピソードの時期と記録数  

方略/時期 

（か月） 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 計 

外在化 10 6 10 1 7 14 17 6 3   3 3 14 1 1 96 

＊身体化 4 2 3     1     9             19 

内在化   1 1     1 1   1   1   1     7 

慰安希求   4 2     1 3 1 3   3   2 2 1 22 

援助希求         1     1     2 1 2     7 

＊他者希求型

距離化 
          2             1     3 

＊自己完結型

距離化 
                        2     2 

問題解決型                         
 

    0 

＊：Saarni（1997，1999）の感情調整方略に改変を加えた方略，もしくは追加した方略  
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表 4-4 言語化された内的状態のカテゴリーと内容例 

内的状態 内的状態の定義と内容例 ※○内の数字は記録された時期（か月） 

代弁 他者による内的状態の予測に対して，うなずくなどで同意する 

 
②養育者がくるか不安なのか問うと，うなずく 

  ③寂しかったんだねと言うとワーッと泣き出す 

欲求 ～したい，～欲しい，～されたい 等 

 
① DVD を観たかった 

  ⑬家に帰りたかった 

知覚 痛い，しんどい，暑い，寒い，眠い 等 

 
① 足が痛いと車いすで登校，甘えて押してもらう 

  ⑪さっきはしんどかったけど頑張って食堂へいったの 

感情 喜ぶ，怒る，悲しむ，楽しい，好き，嫌い，悔しい，寂しい 等 

 
⑥手をつねられて怒れた 

  ⑬（養育者に）会いたいな，さみしい 

認知・思考 ～と思う，～と考える，分かる，知っている 等 

 
⑭ものにあたるとイカンと思って（病棟外へ出た） 

  ⑮ものにあたりそうになったら散歩するわ 

 

 

 

 

 

表 4-5 代弁と言語化された内的状態が観察された時期と記録数 

内的状態/時期

（か月） 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 計 

代弁 1 1 1           1             4 

欲求 2 1 2   1 2 2 1     1   3 4   19 

知覚 4 2 3   1   9       19 

感情           2 4       3 1 3 1 2 16 

認知・思考                         1 2 3 6 

代弁の希求   1       1        2 

共有の希求           2 1    3 
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（2）「身体化」方略の存在 

坪井（2005）は，児童養護施設に入所する子どもを対象にした調査において，虐待を受け

た子どもの行動特徴には，攻撃的行動に加え「身体的訴え」にも特徴があることから，目立

つ外向的問題行動だけではなく，「身体的訴え」にも注目する必要があると指摘している。本

事例においても，直接的な感情表出ではなく，身体症状として表出する「身体化」方略が観

察された。「身体化」方略はケアワーカーからケアを引き出し，結果として感情が調整される

経験を積みうる方略である。その点で「身体化」方略は，子どもが他者に対して感情表出で

きない場合にも，他者のケアを引き出しうる自律的な感情調整方略であるともいえる。しか

し，「身体化」が行われる背景には，子どもの不安定な感情状態が想定され，ケアワーカーは

それらに十分注目して子どもを理解し，支援することが必要であろう。 

A さんの場合，「身体化」方略は 9 か月以降には観察されなかった。その理由は定かではな

いが，自身の感情を内省する経験の繰り返しによって，自己の感情に対する自覚が高まり，

生じた感情を身体症状ではない別の方法で表現したり，他の方略に代替した可能性も考えら

れる。虐待を受けた子どもが示す「身体化」方略については，症状の背景にある状況を子ど

もが自覚できるような支援が有効かどうか，今後の検証が必要である。 

（3）ケアワーカーを自発的に求めることで感情調整を図る方略 

感情を他者に表出しないで抑制する「内在化」は，本来自己完結的な方略であるが，記録

に残されている点からいえば，他者に調整される可能性をもつ方略といえる。それは，「内在

化」されている感情を読み取るケアワーカー側の敏感性・応答性の高さがあってこそなのか

もしれない。しかし，「内在化」は自ら他者の支援を求めるという点では消極的な方略であり，

誰かに調整してほしいという意図は感じにくい。一方で，「慰安希求」や「援助希求」，「他者

希求型距離化」は，明らかに他者を求めることで感情を調整しようとする方略である。A さ

んは，2 か月目から「慰安希求」が，5 か月目には「援助希求」，6 か月目には「他者希求型

距離化」といった「ケアワーカーを自発的に求めることで感情調整を図る方略」が記録され

るようになった。これらの方略がとられるようになる背景には，A さんが「ケアワーカーは

自分の感情を調整してくれ，安全に導いてくれる対象である」という期待を持つようになっ

たためと考えられる。つまり，このような A さんの変化は，単に個人内におけるスキルの獲

得というより，感情調整をケアワーカーと繰り返し経験することによって，ケアワーカーに

対する感情調整における利用可能性が高まり，その結果，ケアワーカーを自発的に求めて感

情調整を図る方略に至った可能性が十分に考えられる。また， 11 か月目には『さっきはし

んどかった‥（略）‥声かけてくれてありがとう。』といった発話が記録されており，「自分

は他者から気にかけられる存在である」という自己についての肯定的な感覚も育っているこ

とがうかがえる。 
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日常生活における危機的状況で他者を自発的に求めるという行動が継続してみられるよう

になったことは，施設養育における虐待を受けた子どもに対する支援において，日常生活環

境を構造化することで安定した応答的な養育環境に整えることや，感情調整が必要となる不

安が高まるような日常場面におけるかかわりが重要であること（北川，2008）を示している

といえる。 

（4）Aさんの感情調整の変化過程 

A さんの感情調整においては，「ケアワーカーを自発的に求めることで感情調整を図る」と

いう特徴をもつ 3 つの方略が加わっていく変化が認められた。これら 3 つの方略間の性質の

違いを，ケアワーカーと感情調整をどのように行おうとしているのかに注目して考察すると，

「慰安希求」は，生じた感情そのものをケアワーカーに調整される
．．．．．

ことを求める性質をもつ

が，「援助希求」や「他者希求型距離化」は，ケアワーカーと共に感情調整を図ろう
．．．．．．．．．．

とする，

より自律的性質をもつといえる。つまり，この変化は，「ケアワーカーに感情を調整される」

様式に「ケアワーカーと共に感情調整を図る」様式が加わったと考えることができる。 

 一方で，ひとりで感情調整を図る「自己完結型距離化」は 13 か月まで記録されず，「問題

解決」は 15 か月中に 1 度も観察されなかった。感情調整の発達において，「問題解決」や「距

離化」は，「援助希求」の後の段階に設定されおり（Saarni，1999），本事例においても，同

様の順序が確認された。つまり，この変化は，「ケアワーカーと共に感情調整を図る」様式の

後に，「ひとりで感情調整を図る」様式が加わったと考えられる。「ひとりで感情調整を図る」

様式が台頭する背景には， 感情調整における自己効力感の育ちが想定される。「ケアワーカ

ーと共に感情調整を図る」方略や「自己完結型距離化」方略を繰り返し経験することが，「問

題解決」方略を用いる素地をつくるのではないかと考える。 

本研究では，他者との関係において感情をどのように表出し，調整するようになるのかと

いった視点で感情調整方略の分析を行った。その結果，図 4-1 に示す感情調整方略の変化過

程が明らかになった。感情調整方略が変化していく過程は，その様式によって大きく 3 つの

期間に分けられ，前の期間の特徴を備えつつも，新たな方略が加わることでレパートリーが

増えていく過程であった。また，「外在化」は，取り巻く環境の変化によって影響を受け，暴

力性は低下しながらも消失することなく継続して存在していた。同様に，「内在化」や「身体

化」といった直接的に感情表出しない方略も継続して存在するという特徴があった。 

虐待を受けた子どもの支援では，「外在化」といった状況依存的で衝動的な暴力行動に注目

しがちではあるが，直接的に感情表出しない感情調整方略を含め，他者との関係において感

情をどのように表出し，調整するのかといった視点で子どもの変化を捉え，理解していくこ

とが必要であると考える。 
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図 4-1．感情調整方略の変化過程 

 

 

2） 内省機能の変化 

（1）言語化された内的状態の変化 

 ケアワーカーが行う「代弁」について記録に残されていた場面は，ケアワーワーカーの「代

弁」によって A さんの反応が顕著にみられたエピソードのみであった。A さんの感情に焦点

化してケアワーカーが代弁することは，療育計画にも立案されていることから，「代弁」は，

おそらく日常生活支援の中でケアワーカーによってごく自然に行われていたと考えられる。

しかし，ケアワーカー自身の発言である「代弁」については A さんの記録として残りにくい

ため，「代弁」についての記録が限定されたのではないかと予測される。 

 ケアワーカーによる「代弁」ではなく，A さん自身が言語化した内的状態については，5

か月目まで「欲求」と「知覚」のみであった。「欲求」についての言語化は，自らの「欲求」

が満たされたかどうかについてであり，その結果としてどのような「感情」が生じたのかま

で言語化するには至らないものであった。「感情」について自ら言語化することは，6 か月目

まで１度も記録されておらず，A さんにとって自身の「感情」を覚知して言語化することは，

非常に困難なことであったと考えられる。さらに，「認知・思考」について言語化するまでに

は，そこから 8 か月もの期間を要した。先行研究によると，子どもが発する内的状態語の出

現順位は，2 歳頃に欲求や感情について，3 歳頃から認知について言及するようになることが

外在化 

ケアワーカーに 

感情を調整される 

ケアワーカーと共に 

感情調整を図る 

ひとりで 

感情調整を図る 

問題解決 

 

援助希求 

他者希求型距離化 

自己完結型距離化 

内在化 身体化 

環境の変化 環境の変化 

慰安希求 
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示されている（Brown，1991；松永他，1996）。今回の事例においては，自己の内的状態に

ついての言語化は，「欲求」，「知覚」，「感情」，「認知・思考」の順に進んでおり，自己につい

ての客観視を必要とする「認知・思考」については，定型発達と同様に「欲求」や「感情」

の後に言語化されることが確認された。「認知・思考」の言語化においては，“○○だったか

ら何々と思った”や“もし○○だったら何々しようと思う”といった状況についての説明が

含まれており，「欲求」や「感情」で示されるような自分自身の内的な変化を覚知するだけで

はなく，エピソード全体を意識するという変化がうかがえた。内的状態の言語化は，自分の

体験を周りの状況と合わせて理解し，意味づける力と相互に関係してさらに複雑化していく

と考えられる。同時に，A さんには軽度精神発達遅滞があったとはいえ，虐待を受けた子ど

もには，自分自身の内的な状態を覚知して言語化することに困難さが存在することが，この

事例においても示されているといえる。 

（2）代弁してほしい，内省を聴いて欲しいと求めること 

A さんが自らケアワーカーと共に内省することを求める場面の記録が存在していた。それ

は，ケアワーカーが A さんの内省を行うことを求める，つまり「代弁の希求」の様式から，

自分自身が行う内省をケアワーカーと共有することを求める「共有の希求」の様式へと，内

省を行う主体が変化していた（表 4-5）。これらの背景には，危機的な状況にケアワーカーに

助けを求めることができる安定した愛着関係がケアワーカーとの間に存在していることが必

要であったと考えられる。愛着とは，危機的な状況に際して，あるいは潜在的な危機に備え

て，特定の対象との近接を求め，またこれを維持しようとする個体の傾性であり，この近接

関係の確立・維持を通して，自らが「安全であるという感覚」を確保しようとすることであ

る（遠藤，2005）。今回の A さんの事例においては，日常生活環境を構造化することで，常

に助けてくれるケアワーカーが存在していると A さん自身が感じられる安定した応答的な養

育環境を整えることや，感情が高まった時にケアワーカーにより感情が調整されることを繰

り返し経験することによって，「ケアワーカーは自分の感情を調整してくれ，安全に導いてく

れる対象である」というケアワーカーに対する愛着関係が成立したと考えられる。同時に，

自分の内的状態が言語化される経験を積むことで，自分自身の経験の意味を見出し得る内省

機能が A さんに育まれたことが，内省をケアワーカーと行うことを自ら求めることに至った

のだと考える。 

 また，虐待を受けた子どもは，常に過覚醒の状態にあり，その場その場を切り抜けること

に精一杯で，自己の時間的連続性を発達させることが困難であるとされる（奥村，2008a）。

A さんにとって，ケアワーカーと行う振り返りは，自身の経験の過去・現在・未来の間を視

点がダイナミックに移動することによって意味づけをし直し，自己の連続性を共に作りだす

作業（白井，2011）であったと考えられる。 
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3）感情調整方略と言語化された内的状態との関係 

 A さんは，6 か月目以前には，生じた感情を攻撃的な活動で解消しようとする「外在化」

方略や，生じた感情をケアワーカーによって調整されることを求める「慰安希求」方略といっ

た感情調整の方略を行っていた。「感情」について言及し始めた 6 か月目頃には，それまで

の方略に加え，感情が喚起された時に問題とは関係のない活動をケアワーカーと行うことで

感情を調整しようとする「他者希求型距離化」方略が初めて記録された時期であった。自身

の「感情」に言及できるようになるのと同時期に，即時に喚起された感情に反応して行動す

る方略ではなく，自身の感情を一旦保留してケアワーカーと感情を調整しようとする方略が

みられていることは特記すべきことである。また「認知・思考」についての言及が初めて記

録された 13 か月目には，感情が喚起された時に，問題とは関係のない活動をひとりでするこ

とで，感情を調整しようとする「自己完結型距離化」方略が初めて記録されている。「認知・

思考」の言語化においては，状況についての説明が含まれており，喚起された感情を周りの

状況と合わせて理解できることが，即時に感情そのものに反応する方略から，生じた感情を

一旦保留して自分で調整しようとする方略への移行を可能にするとも考えられる。以上のよ

うに，感情調整方略と内的状態の言語化は，相互に関係し合って進展していく可能性が考え

られ，今後は他の事例においても，その関連性と順序性を確認していく必要がある。 

4）トラウマ体験の再現と再構成 

必要十分なデータが準備できず，分析には至らなかったが，A さんの感情調整方略が変化

し，自分の感情体験の内省をケアワーカーに聴いて欲しいと求めるようになる過程では，過

去の被虐待体験について，ケアワーカーとの人形遊びの場で再現を繰り返し行い，最終的に

は言語化することにより，被虐待体験の再構成が進む過程でもあった。A さんは，自分の被

虐待的体験について語り，その時の自らの感情を言語化するようになった。ケアワーカーと

日常的に行う自らの行動の振り返りは，その時の内的状態の認知を助け，感情調整に役立つ

ことだけに留まらず，出来事がどのような経験であったのかケアワーカーと確認して共有す

る作業であったといえる。これらは，自己の構造の中に様々な体験が意味づけられ，まとま

った自己のイメージを生み出す作業（森岡，2008）にケアワーカーと日常生活において取り

組むという意味を持つのではないかと考える。また，安定した愛着関係が，安心して過去の

体験を表出することを可能にする基盤を築き，トラウマ体験への接近を可能にしたと考えら

れる（森，2011）。児童養護施設での調査では，子ども達が，心理士が行う面接場面だけでは

なく，生活場面で家族や過去の体験についてケアワーカーに語っているとの報告もあり（楢

原，2008），虐待を受けた子どもの日常生活支援を行う職員は，子どもが日常生活で示す言

動をそれまでの生育歴に起因するものとして捉える観点と，子どもを支える環境を準備して

おくことが求められる（楢原，2009，2010）。 



73 

 

5）治療的養育をチームで行う意味 

本研究では，担当看護師が日常生活における支援計画を立案し，27 名（研究開始時）のケ

アワーカーが交代勤務で支援を行った。また，ケアワーカー以外にも施設には，A さんを担

当する整形外科医，小児科医，児童精神科医，臨床心理士，理学療法士，作業療法士，社会

福祉士がおり，互いにカルテやカンファレンスで情報を共有しながら，個別に A さんに対し

て治療や支援を行っていた。また，外部機関としては，児童相談所職員や学校教員等と A さ

んの経過を共有して支援を行っていた。 

 施設での集団養育において，虐待を受けた子どもの生活環境全体が治療的な効果をもつた

めには，担当看護師のみが支援計画を実施するのでは不十分であり，A さんに携わる他のケ

アワーカー全員が支援計画を理解し，実施する必要があった。しかし，治療やリハビリを目

的に入所する他の子どもとの集団生活のなかで，時に個別対応が必要とされる A さんの支援

計画を実施していくためには，まず，A さんにはなぜこのような支援が必要なのか，他のケ

アワーカーの理解を得る必要があった。そのため，虐待を受けた子どもを理解するための勉

強会を開催し，A さんが示す衝動的暴力的行動が過去の被虐待経験とどのように関係してい

るのか，A さんにはどのようなニーズがあるのか，他のケアワーカーと共通理解を得られる

ようにした。 

また，他の子どもへの支援とのバランスのなかで実施可能な計画であるか，計画の実施に

無理や問題はないかについてもケアワーカー同士の日々のカンファレンスで話し合い，調整

を繰り返し行った。提供する支援に対する理想は持ちながらも，現実的にチームで実施する

のに妥当な内容か検討し，実施可能な計画を立案することは，チームで治療的養育を実践し

ていくうえで重要な点であると考える。 

3 章（研究 3）で示されたように，子どもの支援には，治療的養育・療育として個別的なか

かわりや心理的アプローチが必要であるが，それを実践する土台として，子ども虐待につい

ての共通理解と支援の方向性の統一といった，施設内の連携・協働体制が不可欠であること

がこの研究でも示されたといえる。 

 また，チームで治療的養育を行うメリットとして，複数の職員によって子どもに 24 時間対

応することができる点や，それにより，虐待を受けた子どもたちに特徴的な「虐待的人間関

係の再現性（西澤，2010）」に巻き込まれることによる，子ども自身やケアワーカーの傷つ

きを予防することができる点がある。例えば本研究においては，暴力行動や施設外に飛び出

すことを想起させる行動によって特定のケアワーカーを独占しようとしたり，要求を通そう

とする場合，A さんへの対応が硬直化している場合には，ケアワーカーを交代して対応を行

った。虐待を受けた子どもの衝動的暴力的行動や特徴的行動に対応することは，ケアワーカ

ーにとって非常に負担が大きい。担当ケアワーカーだからという使命感で，子どもの対応全
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てを引き受けることは大変危険なことでもある。複数の大人が専門的立場を認識し，互いに

サポートし合いながら，一貫した支援をチームとして行うことは，安全性の高い治療的養育

のひとつの形であるといえる。 

 

5. 本研究の限界と課題 

本研究で明らかになった感情調整及び内省機能の変化過程モデルは，事例 A さんが示した

一定期間を分析することで作成した。本事例の特徴として，外傷性硬膜外血腫後後遺症があ

る。本事例においては，A さんが示した行動に注目して支援内容の検討を行ったが，A さん

が示した行動には，後遺症による高次脳機能障害の影響も否定できない点に留意が必要であ

る。加えて，感情調整及び内省機能が変化する過程では，他者との関係の変化も重要な視点

であることが示唆された。虐待を受けた子どもの変化過程を検討する際には，対人関係，ア

タッチメントに対する評価も重要な要因であると考える。今後は，後遺症やアタッチメント

の評価も考慮に入れ，今回明らかになったこのモデルと比較検討していくことが必要である。

また，受傷時期，年齢，性別，月経のサイクル，知的障害等，異なる条件をもつ事例におい

てもモデルの検証を行っていきたい。 
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5章 肢体不自由児施設で日常生活支援を行う職員の 

「支援に対する態度」，「職員の対応」，「バーンアウト」の特徴と 

研修による変化（研究 5） 

1.問題と目的 

 虐待を受けた子どもは，虐待を受けていない子どもと比べ，非行的行動や攻撃的行動等が

多いことや（坪井，2005），他者と信頼関係を構築しにくく，かかわりを持とうとする大人

を無意識のうちに挑発し，神経を逆撫でする言動を弄して怒りを引き出すといった「虐待的

人間関係の再現性」に陥りやすいことが知られている（西澤，2010）。これらの子どもの特

徴の根源には，虐待を受けたことによる愛着の問題やトラウマの問題が考えられるため，虐

待を受けた子どもにとって，施設の生活環境は治療的であることが期待される（奥村，2008b）。

しかし同時に，支援を行う職員は，虐待を受けた子どもの特徴的な行動に対応することに強

いストレスや困惑，無力感を経験していることも明らかとなっている （伊藤，2003；坪井

他，2011a）。 

2 章１節（研究 1）では，肢体不自由児施設の職員においても，虐待を受けた子どもの「感

情調整」や「対人関係のとり方」といった特徴に困難を経験していることが示された。また，

2 章 2 節（研究 2）では，肢体不自由児施設の看護師は，子どもの家族とのかかわりに困難を

経験していること，子どもの基本的支援に対する困難さは，肢体不自由児施設での勤務年数

や虐待を受けた子どもの支援経験人数に関連があることが明らかとなった。 

このように，虐待を受けた子どもに対して行う日常生活支援は，過大な情緒的資源を要求

される職務であり，バーンアウトが発生しやすい状況（久保，2007）であると考えられる。

また，虐待を受けた子どもの行動特徴に日常的に対応することは，職員自身への心理的影響

だけではなく，職員の子どもへの対応にもネガティヴな影響を及ぼすこと，子どもへの対応

には施設勤務年数が関連することが明らかになっている（坪井他，2011b）。 

そのため，虐待を受けた子どもに日常生活支援を行う職員が，自身の精神的健康を保持し，

子どもに治療的な環境を継続的に提供するためには，スーパービジョンや定期的なケースカ

ンファレンス，同僚同士による日常的なピアサポート，研修会，セミナー等ことあるごとに，

ケースを抱え込みすぎない工夫が求められているといえる（藤岡，2008）。3 章（研究 3）

及び 4 章（研究 4）においても，支援が機能するためには，職員には子ども虐待に対する共

通理解があることが重要な点であることが示されている。 

 以上のことを踏まえ，本研究では，第一に，虐待を受けた子どもに日常生活支援を行う肢

体不自由児施設の職員を対象とし，職員の対応や支援に対する態度とバーンアウトとの関連

を明らかにすることを目的とする。また，職員の施設勤務年数によって，子どもへの職員の
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対応や支援に対する態度，バーンアウトに差があるのかを明らかにする。 

第二に，日常生活支援を行う職員に対して，虐待を受けた子どもの特徴と基本的支援の方

法を理解することを目的とした研修を実施し，研修の前後において，職員の対応や支援に対

する態度，バーンアウトの状況に変化があるかについて検討を行う。研修により，職員が子

ども虐待についての基本的理解を得ることにどのような効果があるのか，効果のある研修と

はどのような内容なのかについて考察を行う。 

 

2. 方法 

1）研究参加者 

 肢体不自由児施設 A の B 病棟において，入所する子どもの日常生活支援を行う看護師，保

育士，社会福祉士，指導員を対象とした。B 病棟には，肢体の障害，知的障害や発達障害の

ある子ども約 20〜35 名が入所している。子どもの入所目的は，治療やリハビリテーション

を目的とした有期限の契約入所と，保護者の不在や精神疾患等，保護者の虐待やネグレクト

による社会的養護を目的とする措置入所があり，B 病棟では，約半数の子どもが措置入所に

より入所していた。 

本研究では，B 病棟に勤務する職員から，日常生活支援を行う職員に対して，虐待を受け

た子どもの理解を高めるための研修を行って欲しいとの依頼を受け，外部者である研究者が

研修を行った。 

なお，本研究では，虐待を児童虐待防止法に定められた身体的虐待，性的虐待，心理的虐

待，ネグレクトとし，児童相談所が虐待と認識していなくても，職員が虐待と認識している

事例も該当するものとした。 

2）調査期間 

調査は，2015 年 3 月に実施した。 

3）調査手続き 

 調査は，研修前，研修直後，研修 2 週間後の計 3 回行った。肢体不自由児施設の施設長に

研究参加に同意を得たうえで，研究目的と方法，倫理的配慮を記載した研究の説明書，自記

式質問調査票，提出用封筒を 1 セットにして参加可能な人数の部数を研修担当者に送付し，

各職員への配布を依頼した。調査は無記名で行い，回答後に提出用封筒に入れて封をしたも

のを，研修担当者に取りまとめて郵送することを依頼した。調査票の提出をもって研究協力

に同意を得られたものとした。 

4）調査内容 

（1）研究参加者の属性 

年齢，性別，現職経験年数，肢体不自由児施設勤務年数，虐待を受けた子どもの支援経験
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人数について回答を求めた。 

（2）支援に対する態度 

 虐待を受けた子どもの支援に対する態度ついて，研究者が作成した「子どもへの支援内容」

に関する 5 項目，「施設内の協働体制」に関する 4 項目，「虐待を受けた子どもの認識」に関

する 2 項目，「入所環境」に関する 1 項目の計 12 項目の質問（表 5-2）について，「4.とても

あてはまる」～「1.全くあてはまらない」の 4 件法で回答を求めた。 

（3）職員の対応 

 坪井他（2011b）による「職員の対応尺度」19 項目を使用した。この尺度は，児童福祉施

設の職員が子どもにどのような対応をしているかについての尺度で，ネガティブな感情を伴

った対応である「ネガティブな感情的対応」因子 6 項目（ex.子どもに対して怒りを感じる，

イライラする），「共感的対応」因子 8 項目（ex.子どもの話をしっかり聞くように心がける，

より良い指導法はないかと考える），子どもへの関与を避ける対応である「距離をおく対応」

因子 5 項目（ex.しばらく放っておく，『勝手にしなさい』などと突き放す）の 3 因子構造か

らなる。これらの質問に，虐待を受けた子どもの支援における対応について，「5.とてもあて

はまる」～「1.全くあてはまらない」の 5 件法で回答を求めた。 

（4）バーンアウト 

 久保（2004）による「日本版バーンアウト尺度」17 項目を使用した。この尺度は，情緒的

に力を出し尽くし，消耗してしまった状態を示す「情緒的消耗感」因子 5 項目（ex. １日の

仕事が終わると『やっと終わった』と感じることがある，体も気持ちも疲れはてたと思うこ

とがある），クライエントに対する無情で，非人間的な対応を示す「脱人格化」因子 6 項目（ex. 

同僚や患者と何も話したくなくなることがある，仕事の結果はどうでもよいと思うことがあ

る），ヒューマンサービスの職務に関わる有能感，達成感を示す「個人的達成感」因子 6 項目

（ex. 今の仕事に心から喜びを感じることがある，仕事が楽しくて知らないうちに時間がす

ぎることがある）の 3 因子からなる。これらの質問に，「5.いつもある」～「1.まったくない」

の 5 件法で回答を求めた。 

（5）支援において困難であると思うこと 

 「虐待を受けた子どもの支援において困難であると思うこと」について，自由記述を求め

た。 

5）研修内容 

 研修は 40 分程度の講義形式で行った。講義の内容は，子ども虐待の定義と内容，虐待を受

けた子どもの行動特徴とその理解の仕方，虐待を受けた子どもに対する基本的支援の方法，

職員のメンタルヘルス等の基本的内容であった。虐待を受けた子どもに対する基本的支援の

方法については，治療的養育の基本的概念①安心して生活できる場の確保，②対人関係のゆ
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がみへの対応，③自己調整能力の形成，④生活・学習の支援，について講義を行った。研修

の資料を付録として添付する。 

6）倫理的配慮 

 研究参加は自由意思であること，得られた情報は本研究の目的以外では使用しないこと，

個人が特定されることはないことを調査票に明記した。研究参加への同意は，調査票の提出

によって得られたものと判断した。なお，本研究は，岐阜大学大学院医学系研究科医学研究

等倫理審査委員会の承認を得て実施した（承認番号 26-374，27-505）。 

 

3. 結果 

1）研究参加者の属性 

 研修前調査については，25 名の職員に調査票を配布し，21 名から回答を得た（回収率

84.0％）。そのうち，研修に参加したのは 15 名であった。研修 2 週間後の調査については，

研修に参加した 15 名に調査票を配布し，13 名から回答を得た（回収率 86.7％）。回答を得た

職員の属性を表 5-1 に示す。  

2）施設勤務年数による差異 

 施設勤務年数による差異を検討するために，研修前に回答を得た 21 名のうち，施設勤務年

数に回答がなかった 1 名を除いた 20 名について，回答の中央値を参考に，5 年未満群と 5 年

以上群に分類して以下の分析を行った。 

 「支援に対する態度」の各質問項目の回答に対して t 検定を行った。その結果，「①子ども

の気持ちを理解することは難しくない」において有意傾向が認められ，5 年未満群が高い傾

向が認められた（t(18)=2.01,p=.059）（表 5-2）。 

 「職員の対応」及び「バーンアウト」の各下位尺度の平均値に対しても t 検定を行った。

その結果，「職員の対応」では「ネガティブな感情的対応」（t(17)=2.23,p=.040）と「距離を

おく対応」（t(18)=2.50,p=.022）に有意差が認められ，5 年未満群が高かった。「バーンアウ

ト」では，下位尺度の平均値に有意差は認められなかった（表 5-3）。 

 なお，現職経験年数についても回答の中央値を参考に，10 年を基準として同様の分析を行

ったが，有意差は認められなかった。 

3）研修前後の変化 

 研修実施によって「支援に対する態度」，「職員の対応」や「バーンアウト」に変化がある

かを検討するために，研修参加者の研修前（n=15）と研修後（n=13）の回答に対して以下の

分析を行った。 

 「支援に対する態度」の各質問項目の回答に対して，研修前後の 2 群のデータ相互に個別

の対応がないため，対応のない t 検定を行った。その結果，「①子どもの気持ちを理解するこ
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とは難しくない」（t(26)=-2.18,p=.038），「⑥子どもの対応について，他の職員に応援を頼み

やすい」（t(26)=-2.15,p=.041）において有意差が認められ，研修後の方が研修前よりも高か

った（表 5-2）。 

 「職員の対応」及び「バーンアウト」の各下位尺度の平均点に対しても対応のない t 検定

を行ったが，研修前後による下位尺度得点に有意差は認められなかった（表 5-3）。 

4）支援に対する職員の態度，職員の対応とバーンアウトの関連 

 研修前（n=21）及び研修後（n=13）の回答について，「支援に対する態度」のうち，研修

前後に有意差が認められた「子どもの気持ちを理解することは難しくない」と「子どもの対

応について，他の職員に応援を頼みやすい」の 2 項目，「職員の対応」と「バーンアウト」の

各下位尺度間の Pearson の相関係数をそれぞれ求めた（表 5-4）。 

 研修前（n=21）及び研修後（n=13）の回答について，研修前後に有意差が認められた「子

どもの気持ちを理解することは難しくない」と「子どもの対応について，他の職員に応援を

頼みやすい」の 2 項目と「職員の対応」が「バーンアウト」に与える影響を検討するために，

「子どもの気持ちを理解することは難しくない」と「子どもの対応について，他の職員に応

援を頼みやすい」の 2 項目，「職員の対応」を説明変数，「バーンアウト」を目的変数とする

ステップワイズ法による重回帰分析をそれぞれに対して行った。ステップワイズのための F

値確率は，p<.05 で投入，p<.10 で除去した。VIF 値は 1.00〜1.03 で，どのパスも多重共線

性の問題はないと判断した。重回帰分析の結果を表 5-5 に示す。研修前では，「情緒的消耗感」

は，「ネガティブな対応」から正の影響を受け，「子どもの気持ちを理解することは難しくな

い」と「共感的対応」から負の影響を受けていた。「脱人格化」は，「共感的対応」から負の

影響を受けていた。「個人的達成感」は，「共感的対応」から正の影響を受けていた。研修後

では，「情緒的消耗感」は，「ネガティブな対応」から正の影響を受け，「子どもの気持ちを理

解することは難しくない」から負の影響を受けていた。「脱人格化」は，「距離をおく対応」

から正の影響を受けていた。「個人的達成感」は，「子どもの気持ちを理解することは難しく

ない」から正の影響を受けていた。 

5）支援における困難 

 研修前の回答（n=21）について，「虐待を受けた子どもの支援において困難であると思う

こと」に対する自由記述回答を意味のある文章ごとに切って単位化し，同質性に注目してカ

テゴリ分類を行った。 

 その結果，30 の記述データから 11 の分類カテゴリが得られた（表 5-6）。以下では，［］を

分類カテゴリ，“ ”を記述データとする。子どもへの支援方法に関する記述が最も多く，［子

どもの特異な特徴への対応］，［フラッシュバックへの対応］，［子どもとの関係の築き方］，［子

どもの試し行動への対応方法］，［親との関係性への支援］の 5 カテゴリが得られた。 
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表 5-1 研究参加者の属性 
     

  
 

研修前(n=21)   研修参加(n=15) 

  
 

人数 %   人数 % 

年齢 

30 歳未満 5  23.8    2  13.3  

30 歳以上 40 歳未満 6  28.6    6  40.0  

40 歳以上 50 歳未満 8  38.1    5  33.3  

50 歳以上 60 歳未満 2  9.5    2  13.3  

60 歳以上 0  0.0    0  0.0  

性別 
女 16  76.2    12  80.0  

男 5  23.8    3  20.0  

現職経験年数 

5 年未満 3  14.3    1  6.7  

5 年以上 10 年未満 2  9.5    1  6.7  

10 年以上 15 年未満 8  38.1    7  46.7  

15 年以上 20 年未満 0  0.0    0  0.0  

20 年以上 8  38.1    6  40.0  

肢体不自由児施設勤

務年数 

5 年未満 10  47.6    6  40.0  

5 年以上 10 年未満 3  14.3    2  13.3  

10 年以上 15 年未満 3  14.3    3  20.0  

15 年以上 20 年未満 1  4.8    1  6.7  

20 年以上 3  14.3    3  20.0  

無回答 1  4.8    0  0.0  

虐待を受けた 

子どもの 

支援経験人数 

1 人 0  0.0    0  0.0  

2 人 2  9.5    2  13.3  

3 人 0  0.0    0  0.0  

4 人 0  0.0    0  0.0  

5 人以上 18  85.7    12  80.0  

無回答 1  4.8    1  6.7  

 



 

 

表 5-2 「支援に対する態度」各項目の平均値及び t検定結果 

項目 

研修前 n=20：施設勤務年数   研修参加者 n=15：研修前後 

5 年未満：n=10 
t 値  

研修前：n=15 
t 値 

5 年以上：n=10   研修後：n=13 

①子どもの気持ちを理解することは難しくない 
2.20(.79) 

2.01† 
  1.67（.62） 

-2.18* 
1.60(.52)   2.15（.56） 

②子どもと信頼関係を築くのは難しい 
3.20(.79) 

-1.00   
3.40（.74） 

-.25 
3.50(.53) 

 
3.46（.52） 

③子どもの心理的側面をケアするのは難しい 
3.50(.71) 

-.36 
  3.60（.63） 

-.07 
3.60(.52)   3.62（.51） 

④子どもの感情的な行動に対応することは難しくない 
1.70(.68) 

.00   
1.73（.70） 

-1.59 
1.70(.68) 

 
2.15（.69） 

⑤子どもへの支援方法が分からない 
2.60(.70) 

-.60  
  2.80（.78） 

.13 
2.80(.79)   2.77（.44） 

⑥子どもへの対応について，他の職員に応援を頼みやすい 
3.00(.94) 

1.62   
2.47（.83） 

-2.15* 
2.40(.70) 

 
3.08（.64） 

⑦子どもへの対応について，同僚に相談しにくい 
1.80(.63) 

-.75  
  2.07（.96） 

.46 
2.10(1.10)   1.92（.64） 

⑧子どもへの対応について上司に相談しやすい 
2.90(1.10) 

-.20   
3.00(1.07) 

.43 
3.00(1.16) 

 
2.85（.80） 

⑨子どもへの対応について他の職種と相談しにくい 
1.70(.68) 

.74  
  1.73（.59） 

-.69 
1.50(.53)   1.92（.86） 

⑩子どもの示す行動には虐待の影響があると思う 
3.30(.48) 

.40   
3.20（.56） 

-.11 
3.20(.63) 

 
3.23（.93） 

⑪被虐待の有無は，子どもの支援に関係ないと思う 
1.40(.52) 

-.73  
  1.47（.64） 

-.94 
1.60(.70)   1.69（.63） 

⑫虐待を受けた子どもと，虐待を受けていない子どもが 

共に入所して生活するのは難しいと思う 

2.80(.63) 
-.61  

  2.87（.83） 
.35 

3.00(.82)   2.77（.60） 

注：（ ）内の数字は標準偏差．†p<.10，*p<.05，**p<.01 
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表 5-3 「職員の対応」と「バーンアウト」各下位尺度の平均値及び t検定結果 

下位尺度 

研修前 n=20：施設勤務年数   研修参加者 n=15：研修前後 

5 年未満：n=10 
t 値  

研修前：n=15 
t 値 

5 年以上：n=10   研修後：n=13 

ネガティブな感情的反応 
3.48(.63) 

2.23* 
  3.08（.42） 

1.12 
2.81(.68)   2.83（.69） 

共感的対応 
3.61(.54) 

-.28  
  3.66（.56） 

-.97 
3.68(.47)   3.83（.31） 

距離をおく対応 
3.42(.45) 

2.50*  
3.07（.53） 

.46 
2.90(.48)   2.98（.39） 

情動的消耗感 
2.82(.51) 

.79   
2.73（.70） 

.12 
2.58(.82)   2.69（.93） 

脱人格化 
2.15(.77) 

1.03   
2.02（.75） 

.85 
1.83(.60) 

 
1.81（.56） 

個人的達成感 
2.33(.69) 

-.80  
  2.34（.64） 

-1.02 
2.57(.61)   2.62（.77） 

注：（ ）内の数字は標準偏差。 

  †p<.10，*p<.05，**p<.01 
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表 5-4 「支援に対する態度（2項目）」,「職員の対応」,「バーンアウト」の各下位尺度間の相関係数 

     （上段：研修前 n=21，下段：研修後 n=13） 

  ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 

①子どもの気持ちを理解する 

 のは難しくない 

- 

- 

.64** 

-04. 

 .09 

-.18 

 .10 

 .29 

 .12 

-.14 

 -.41* 

 -.55† 
-.38* 

-.39 

 .29 

  .64* 

②子どもの対応について， 

 他の職員に応援を頼みやすい 

 -  .08  .42*  .21  -.40*  -.56**   .38* 

 -  .09  .13  .41  .02  .24  -.19 

③ネガティブな感情的対応 
  

- 

- 

-.01 

 .14 

  .36† 

 .68* 

  .52* 

  .68* 

 .14 

  .73** 

  .15 

 -.11 

④共感的対応 
   

- 

- 

-.28 

.17 

 -.41* 

 -.01 

 -.73** 

-.08 

   .53** 

  .31 

⑤距離をおく対応     
-    .31†   .32†  -.04 

    -   .56*   .73**  -.15 

⑥情動的消耗感 
     

- 

- 

  .65** 

  .79** 

 -.38 

 -.58* 

⑦脱人格化       
-  -.54* 

      -  -.57* 

⑧個人的達成感 
      

 
- 

- 

注：†p<.10，*p<.05，**p<.01 
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表 5-5 研修前後における「バーンアウト」に対する「支援に対する態度（2項目）」と「職員の対応」の重回帰分析結果 

 β 研修前(n=21)  β 研修後 (n=13) 

 情緒的消耗感 脱人格化 個人的達成感  情緒的消耗感 脱人格化 個人的達成感 

子どもの気持ちを理解する 

 のは難しくない 
-.42* -.31 .24 

 
-.44* -.29 .64* 

子どもの対応について， 

 他の職員に応援を頼みやすい 
-.05 -.31 .20 

 
-.06 -.07 -.17 

ネガティブな感情的対応 .55** .13 .15 
 

.60* .43 .01 

共感的対応 -.37* -.73** .53* 
 

.04 -.21 .14 

距離をおく対応 .07 .13 .12 
 

.17 .73** -.06 

 R2 .61** .53** .28* 
 

.64** .54** .40* 

注：*p<.05，**p<.01 

  

8
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表 5-6 「子どもの支援において困難であると思うこと」の分類カテゴリ，記述数，記述例 

 カテゴリ 記述数 記述例 

子
ど
も
へ
の
支
援
方
法 

子どもの特異な行動特徴 

 への対応 
6 

自分の育ってきた環境とは全くちがう世界が虐待を受けた子ども達には普通であるとき。暴力，暴言，

いじめをした子どもに対し指導をしてもさも当たり前のことをしたとこちらの話をきょとんと聴い

ているとき。 

集中力がなく，勉強，生活動作等の途中で違うことをしたり，ボーっとする機会が多い。注意すると

自己肯定感を下げる要因になってしまうように感じる 

フラッシュバック 

への対応 
4 感情のコントロール（フラッシュバック等）が出来ない時の対応が難しい。 

子どもとの関係の築き方 4 

身体的虐待，ネグレクトの経験のある児は，入所直後はどんなスタッフもどんな対応も受け入れてく

れず，ひたすら無視され，どう対応すればよいか分からない。 

ほめたり，ボディタッチも出来ないので，「安心できる環境の提供」と称し，何もしない（できない）

ことがもどかしかった 

子どもの試し行動への 

 対応方法 
3 

悪いこと（他害・暴言など）をして，こちらがどう対応するか様子をみてくる時もあり，どう対応す

れば良いのか困った。 

 親との関係性への支援 3 親との関係性など現実と向き合う子どもの支援が不十分（生い立ち等，十分話せていないのが現状）。 

 子どもと関わる 

時間の不足 
3 

子どもが関わって欲しいとアピールしている状況でも，他の業務におわれてしまい，必要とされてい

る時に，十分な時間をとって関わることができない。 

   職員間の子どもへの 

対応の統一 
2 

職員間の対応の統一，職員による不適切な関わりをチーム全体で考えていくことは，人間関係もあり

難しい。 

   施設入所の環境 2 
このような施設での生活を強いられる状態（手術等の有期限入所児をのぞく）が既に虐待の一種では

ないかと思うこともある。 

   外部機関との連携 1 児相の認識不足等で，他機関と上手く連携がとれない。 

   親との関わり 1 親と連絡が取れず，必要な支援，装具類の作成が十分にできない。 

   処遇の問題 1 施設入所が長期化する程，社会性の欠如，ストレスにより，処遇が難しくなるケースも多くあります。 

  

8
8
 

8
5
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4. 考察 

1) 研究参加者の特徴 

 職員の約 80%が女性であり，20 代から 50 代の各年代を含む職員で構成されていた。今回

は，参加人数が少なく，個人が特定されることを避けるため職種を問うていないが，職員に

女性が多いのは，医療法に規定された人員配置標準において，看護師の配置比率が高いこと

を反映していると考えられる。また，現職経験年数が 10 年以上の職員が 76.2%を占める一方

で，施設勤務年数 10 年未満の職員が 61.9%と，他の病院や施設からの転職によって勤務して

いる職員が多いことが伺えた。虐待を受けた子どもへの支援の経験では，85.7%の職員が 5

人以上の支援を経験していた。 

2) 施設勤務年数による差異 

 施設勤務 5 年未満の職員は，「職員の対応」の「ネガティブな感情的対応」や「距離をおく

対応」が 5 年以上の職員よりも高いことが確認された。坪井ら(2011)の結果では，「距離をお

く対応」については，5 年未満の職員の方が高いという同様の結果がみられている。また，

坪井ら(2011)では，「ネガティブな感情的反応」は，子どもの「反抗・挑発」から影響を受け

ていることが明らかにされている。今回の「虐待を受けた子どもの支援において困難である

と思うこと」の自由記述からも「子どもの試し行動への対応方法」があげられており，施設

での勤務経験の短い職員がこれに対して「ネガティブな感情的対応」を行っている可能性も

考えられる。また，自由記述からは「子どもの特異な行動特徴への対応」，「子どもとの関係

の築き方」といった虐待を受けた子どもに特徴的な対人関係に対応することに“どう対応す

ればよいか分からない”や“何もしない（できない）”といった困難を経験していることも示

されている。これらの“どう対応すればよいか分からない”困難に対して「ネガティブな感

情的対応」や「距離をおく対応」を行っている可能性も考えられる。虐待を受けた子どもの

対人関係の特徴を知るとともに，子ども個別のケースについて，具体的にどのようなかかわ

りを行うのか，チーム全体で検討，共有していくことが必要であると考える。 

 また，施設勤務年数が 5 年未満の職員は，「ネガティブな感情的対応」や「距離をおく対応」

が 5 年以上の職員よりも高い一方，「子どもの気持ちを理解することは難しくない」を高く評

価していることは，一見矛盾しているように思われる。研究 1 において，肢体不自由児施設

の職員は，「障害のある虐待を受けた子どもを理解する」ことに困難を経験しているという結

果も出ており，職員は経験を積む程，障害のある虐待を受けた子どもの多様性や複雑さを実

感し，子どもの気持ちを理解することに対して難しさを感じるようになる可能性も考えられ

る。職員の「子どもの気持ちを理解することは難しくない」とする主観的評価が経験によっ

てどのように変化するのか今後検討していく必要があると考える。 
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3）支援に対する職員の態度，職員の対応とバーンアウトの関連 

 研修前の結果では，バーンアウトの中心的要素とされる「情緒的消耗感」を「ネガティブ

な感情的対応」が強め，「共感的対応」と「子どもの気持ちを理解することは難しくない」が

弱めるという結果が明らかになった。坪井他（2011b）が指摘しているとおり，「ネガティブ

な感情的対応」が高まることはバーンアウトのリスクとなることが確認された。一方で「共

感的対応」は，「脱人格化」を弱め，「個人的達成感」を強めるという結果が得られた。職員

が「共感的対応」を高められることを可能にするような環境を整えることが必須であると考

えられる。小児科看護師を対象にした研究では，虐待を受けた子どもに対する否定的な認知・

感情から，肯定的な認知への変容をもたらす要因には，「知的理解」や「子どものことがわか

るという体験」，「ケアの構造化」，「看護師自身が安全と感じることのできる環境」や「チー

ムの見守り」等があることが明らかになっている（鎌田，2014）。5 年未満の職員の方が「ネ

ガティブな感情的対応」をしやすいことも踏まえると，子どもの支援において一定の心理的

距離をもつことが出来るような，子ども理解への支援やスーパーバイズ，生じた感情を解消

出来る日常的なピアサポートを得るなど，職員自体がチームにおいて相互に守られながら，

虐待を受けた子どもへの支援の経験を積むことができる環境を整えることが重要であると考

えられる。 

4）研修前後の変化 

 研修前よりも「子どもの気持ちを理解することは難しくない」，「子どもの対応について，

他の職員に応援を頼みやすい」において研修後の得点が高かった。今回の研修により，虐待

を受けた子どもの理解に対する職員の主観的評価が高まったといえる。また，集団全体に研

修を行うことで，子どもの対応をひとりで抱え込まなくてもよいといった認識が共有され，

他の職員に応援を頼みやすくなったのではないかと考えられる。 

 加えて，研修の前後で変化した「子どもの気持ちを理解することは難しくない」は，「バー

ンアウト」の中心的要素である「情動的消耗感」に負の影響を与えることが明らかとなった。

また，研修後の結果では，「子どもの気持ちを理解することは難しくない」が「個人的達成感」

に正の影響を与えるという新しいパスがみられた。今回の研修によって，職員が「子どもの

気持ちを理解することは難しくない」との認識が高まったことは，「バーンアウト」の予防に

効果があった可能性が示されたといえる。しかし，研修による「職員の対応」や「バーンア

ウト」の直接的変化は認められなかった。今後は，一般的知識についての学習のみではなく，

より実践に直結する研修により，「職員の対応」の変容や，その結果として「バーンアウト」

を低減できる方法を検討していくことが課題である。 
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5. 本研究の限界と課題 

 本研究は，ある肢体不自由児施設の一病棟という，少人数で限定的な対象に対して行った

ものである。そのため，重回帰分析の結果得られたモデルは，このような限定的な条件下で

のみ成立した可能性もある。よって今後は，対象を増やし，研修のどのような内容が，勤務

年数や職種といったどのような職員の「支援に対する態度」や「職員の対応」や「バーンア

ウト」の何に対して効果を持つのかも含めて検証していく必要がある。また，「職員の対応」

や「バーンアウト」に効果的な研修の内容や回数といった研修の方法についても検討してい

く必要があると考える。 
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6章 総合的考察 

 本章では，各研究で明らかとなった肢体不自由児施設における虐待を受けた子どもの支援

に存在する課題を統合し，現状の支援課題とその解決方法，残された研究課題について考察

を行う。 

1. 子どもの支援 

1）知的な障害をもつ子どもの虐待の影響を理解する 

 2 章 1 節（研究 1）では，肢体不自由児施設の職員が，虐待を受けた子どもの支援において

困難に感じる子どもの特徴は，「知的な状態」，「感情調整」，「対人関係のとり方」であること

が明らかとなった。これらの子どもの特徴が，子どもの理解と関係構築，子どもに対する支

援における困難の要因として職員に認識されていた。児童福祉施設や知的障害児施設の職員

を対象とした先行研究でも，「感情調整」や「対人関係のとり方」と同様の虐待を受けた子ど

もの特徴は，支援における負担感や対応の難しさとして認識されていることが示されていた。

本研究によって，肢体不自由児施設においては，子どもの「知的な状態」も，職員が虐待を

受けた子どもを理解し，関係構築することを困難にする一因であることが明らかとなった。 

本研究で明らかになった「障害をもつ虐待を受けた子どもの理解」の困難は，「もともとの

障害か虐待の影響かを評価する」と，「子どもの本心を知る」で構成されていた。子どもが知

的な障害を持つ場合，「感情調整困難」や「対人関係のゆがみ」といった特徴は，虐待を受け

たことによる影響ではなく，子どもがもともともつ障害による特徴としてもあり得るため，

障害による影響か，虐待を受けたことによる影響かどうかを区別して，子どもを理解するこ

とが難しいということがある。また，知的な障害ゆえに，トラウマ体験や養育者・家族への

思い等の子どもの本心を，子ども自身から言語的に知り得ることが限られてしまうというこ

とがある。リハビリテーションや療育の場面では，「障害をもつ虐待を受けた子どもの理解」

の困難は，職員が自分の専門的立場から子どもに支援を行う際に，虐待を受けたことをどの

ように評価し，子どもの目標をどう設定すべきか困難を経験していることが明らかとなった。

また，職員は，子どもには養育者・家族に対する思いや不安があることを感じ取りながらも，

それに対してどのような支援を行ったらよいか分からず，困難を経験していることも示され

ていた。 

知的障害児施設における調査では，職員は虐待を受けた子どもには「些細なことへの過敏

性」，「不信感が強い」，「暴力・器物破損」，「集団生活上の課題」等の特徴があると認識して

いるが，職員は「支援経験不足のため困難」を感じ，心理職等との連携の必要性を感じなが

らも実現できない現状が示されていた（横澤，2013）。 

知的障害児施設や肢体不自由児施設で，虐待を受けた子どもに支援を行う職員は，それぞ
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れの専門的経験や専門的見地から，子どもは，虐待を受けたことよる影響を受けていると認

識しているが，それをどのように評価し，どのような支援を行うべきなのか，支援を行うう

えで困難な状況があるといえる。 

虐待を受けた子どもの行動特徴及び心理的影響を客観的定量的に理解する手立てとして，

虐待を受けた子どもの行動チェックリスト（ACBCL-R）（山本他，2008）や，TSCC（Trauma 

Symptom Checklist for Children）（西澤他，1999）がある。例えば，虐待を受けた子どもの

行動チェックリスト（ACBCL-R）は，「暴力的な人間関係パターン」，「自信の欠如」，「注意

／多動の問題」，「学校不適応」，「感情の抑制／抑圧」，「性的逸脱行動」，「希死念慮／自傷性」，

「反社会的行動」，「食物固執」，「感情調整障害」の 10 因子からなる標準化されたチェックリ

ストである（山本他，2008）。このようなチェックリストは，子どもの行動特徴を定量的に

理解することにとより，子どもが必要としている支援は何かを知り，支援の評価を行うため

に有用である。また，肢体不自由児施設のように，ひとりの子どもに施設内で多職種の職員

が同時に支援を行い，かつ外部機関とも連携して支援を行う場合には，子どもの共通理解を

するうえでも助けとなる。しかし，このようなチェックリストの多くは，子どもに知的な障

害がない場合を想定して作られており，知的な障害のある子どもには回答できない項目も多

い。治療的養育という側面から肢体不自由児施設における虐待を受けた子どもの支援を考え

た時，治療や訓練といった肢体の障害に対するアプローチを行う際にも，子どもが虐待を受

けた側面から子どもを理解し，支援に心理治療的要素を組み込むことが最良と考えられる。

肢体に障害をもつ子どもという評価軸に加えて，虐待を受けた子どもであるという側面から

理解をし，リハビリテーションや療育の目標を捉えるためにも，共通の概念で知的な障害を

もつ虐待を受けた子どもの状況を評価できる指標の開発が急務であると考える。 

この問題については，知的な障害をもつ虐待を受けた子どもを査定できる心理職等と協働

することにより，問題解決を目指すという視点も重要であると考える。例えば，本論 4 章（研

究 4）では，児童精神科医師と心理職による定期的な診察と個別的心理療法が，子どもに対

する治療だけではなく，ケアワーカーが子どもの現状を共通理解する手立てとしても重要な

役割を果たしていた。また，3 章（研究 3）では，支援が機能している要因のひとつとして，

施設内での情報共有・連携体制による共通理解と支援の方向性の統一が，施設内の職種間や

病棟内で実現出来ている状況が示されていた。しかし，現実的には，児童精神科医師や心理

士が施設に配置されておらず，外部機関の専門職と連携をとることも困難な状況が 2 章 1 節

（研究 1）では示されていた。虐待を受けた子どもに必要な支援についての理解を得ること

により，必要な時には，児童精神科医師や心理士と連携して子どもの治療を進めることがで

きる体制や環境があることが望ましいと考える。 

知的な障害をもつ虐待を受けた子どもを理解するという問題において，最も重要な点は，
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肢体不自由児施設の職員が，現在の専門性に加えて，虐待を受けた子どもを理解し，必要な

支援を自らの専門的立場から行えるようになることであると考える。肢体不自由児施設は，

多種の職種で構成されており，肢体に障害をもつ子どもの支援においては最良の支援を行う

ことが可能である。しかし，同様に，虐待を受けた子どもも特別なニーズをもっており，そ

れは虐待を受けていない子どもに対する個人の養育観や，保育・教育の経験だけでは十分で

はない。むしろ，職員個人が持つ養育観や，それまでの個人の経験に基づく心理的特性は，

虐待を受けた子どもの対人関係の特徴ゆえに，子どもに対する不適切な対応に結びつく危険

性を孕んでいることを，職員は認識しておくことが必要である（西澤，2009）。職員が知的

な障害をもつ虐待を受けた子どもの行動を，アタッチメントやトラウマ体験の視点からも理

解でき，必要な支援を組み込むことができるための研修等，職員が継続的に学ぶことができ

る機会を作ることが必要であると考える。 

5 章（研究 5）では，ケアワーカーに対して，虐待を受けた子どもの特徴と基本的支援の方

法を理解することを目的とした研修を実施した。その結果，「子どもの気持ちを理解するこ

とは難しくない」，「子どもの対応について，他の職員に応援を頼みやすい」の得点が研修

前よりも研修後で高くなるといった効果が示された。今回の研修は，１回限りの基本的な内

容についての講義であったが，今後は内容をステップアップしたり，実際の子どもの支援や

養育者の支援について事例検討を行ったり，または外部の研究会等へ参加し，他の職員と学

習内容を共有する等，継続的に職員が学ぶことができる環境を設定していくことが重要であ

ると考える。そのうえで，3 章（研究 3）で示されたように，施設内での情報共有・連携体制

による共通理解と支援の方向性の統一が図られることが，最も支援が機能する状況であろう。 

2）肢体不自由児施設における治療的養育 

 治療的養育は，子どもの生活環境全体が子どもにとって治療的な効果をもつことが必要で

あるとし，「安全感・安心感の（再）形成」と「（心理的）被保護感の（再）形成」を基礎と

した①人間関係の歪みの修正，②アタッチメントの形成と対象の内在化，③自己調整能力の

形成の促進，④問題行動の理解と自己への統合を目標として日常の養育を行うものである（西

澤，1997，2010）。子どもの生活環境全体が治療的な効果をもつようにするためには，3 章

（研究 3）で示されたように，施設全体が，つまり子どもにかかわる全職員が，同じ目標を

持ち，協働することが必要である。 

 コーネル大学の施設ケアプロジェクトは，質の高いケアを組織的に子どもに提供するため

に組織の能力を高めることを目的として「子どもと居住施設での経験（Children And 

Residential Experiences）」というプログラムを開発・導入・評価している（H.J.Holden，

2015）。そこでは，「発達に焦点を当てること」，「家族の関与を求めること」，「関係性に基づ

くこと」，「能力に焦点を当てること」，「トラウマを考慮すること」，「生活環境への指向性を
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持つこと」の 6 原則が基本的実践に必要であると示されている。 

 また，楢原（2011）は，治療的養育を実施するための方法として，「普通の生活モデル」，

「代替モデル」，「グループワーク」，「生活の構造化」，「個別的支援」，「必然性に沿った支援」，

といった 6 つのモデルを示している。 

 以下では，本論で得られた知見と先行研究をもとに，肢体不自由児施設において治療的養

育を行うために必要な要素と，現状の問題の解決策について考察を行う。 

（1）ケアワーカーの専門性 

 肢体不自由児施設の職員は，治療的養育を行ううえで，虐待を受けたことによる心理的影

響に対応することと，その心理的影響に対して支援を行うことに困難を経験していることが

明らかとなった。例えば，2 章 1 節（研究 1）では，「子どものパニックや精神的落ち込みに

どう対応したらよいか分からない」といった，子どもの感情反応に対応することや，虐待を

受けた子どもの心理面のケアを行うことの困難が示されていた。5 章（研究 5）では，子ども

の特異な行動特徴への対応やフラッシュバックへの対応，子どもとの関係の築き方といった，

虐待を受けた子どもの支援方法についての困難が示されていた。 

また，2 章 1 節（研究 1）では，精神科医や心理士が配置されていなかったり，外部機関と

連携できないことにより，虐待を受けた子どもの心理的側面のケアについて，専門家と連携

したり，職員が専門的立場から助言を受けながら支援を行う環境がないこともある現状が明

らかとなった。子どもの心理的側面にアプローチできる心理職の不在や，心理職と連携でき

ないことは大きな問題であるといえる。虐待を受けた子どもの評価，治療，治療的養育にお

けるスーパーバイズ等，心理職に期待されることは多い。 

加えて，重要なのは，前述したように，肢体不自由児施設の職員が，虐待を受けた子ども

に必要な支援を自らの専門的立場から行えるようになることであると考える。そのためには，

職員が継続的に学ぶことができる環境を整えることが必要であろう。特に，日常生活支援を

行うケアワーカーは，子どもと共に過ごす時間も長く，子どもの養育環境となる重要な存在

である。虐待を受けた子どもに日常生活支援を行うものとして，専門性が求められているの

である。 

しかし，2 章 2 節（研究 2）では，施設の勤務年数が 10 年未満で，かつ虐待を受けた子ど

もの支援経験人数が 5 人以上の看護師は，「発達を促進する基本的支援」や「退所に向けた協

働」により困難を感じていることが明らかとなった。また，5 章（研究 5）では，施設勤務年

数 5 年未満の職員は 5 年以上の職員と比べ，子どもに対して「ネガティブな感情的対応」や

「距離をおく対応」を行っていることが明らかとなった。さらに，「ネガティブな感情的対応」

は，バーンアウトの中心的要素とされる「情緒的消耗感」を強めることも明らかとなってい

る。施設勤務年数が短い職員にとっては特に，職員自身の精神的健康を保ちながら，虐待を
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受けた子どもに対して適切な支援を行うためのサポートが急務であるといえる。 

虐待を受けた子どもが呈する複雑な問題に，適切に対処するための専門的知識と技術の不

足については，児童養護施設のケアワーカーにも同様の問題が指摘されており，専門機能の

強化が目指されている（西澤，2009）。肢体不自由児施設においても，肢体に障害をもつ子

どもへの支援に加えて，虐待を受けた子どもに社会的養護を行う専門家としても機能できる

ように，職員を育て，サポートする仕組みを作っていく必要がある。 

（2）ペアレントトレーニング，子どもを肯定的側面から捉えること 

 虐待を受けた子どもの支援においては，虐待を受けたことによる影響の評価をし，その影

響に対して，個別的治療だけではなく，日常生活が治療的効果を持つ治療的養育の環境を整

えていくことが必要である。しかし，肢体不自由児施設の現状として，子どもの心理的影響

に対するアプローチするための心理職の不在や，心理職と連携することができないといった

問題，虐待を受けた子どもへのケアワークの専門性が未確立であるという問題があることが

明らかとなった。 

長瀬（2011）は，心理の専門家ではない看護師や保育士にも，具体的な方法が明示されて

いため導入しやすい手法であり，治療的養育と共通する特徴をもつ，ペアレントトレーニン

グを肢体不自由児施設で実践し，子どもの行動・情緒面での改善や，職員の子どもに対する

態度（イライラする等）の変化，子どもの行動の原因を理解して対策を考えられるようにな

った等の効果があったことを報告している。ペアレントトレーニングは，子どもの行動に焦

点を当て，子どもの肯定的側面への注目と言葉かけ（褒める，認める）により，肯定的注目

を増やす行動療法が基本にある方法で，児童養護施設においても，養育スキルとして実践さ

れ，その効果が報告されている（小平他，2012；小松，2013）。ペアレントトレーニングが

もつ，職員が子どもへの対応を統一するといった一貫性のある養育は，生活を構造化するこ

とにより，子どもが予測可能な生活環境を提供することとなる。それまでの成育歴の中で，

予測できない暴力や不安定な対人関係にあった子どもにとって，一貫した生活リズムやルー

ルの存在は，子どもに安心感を与えることとなる（楢原，2011）。治療的養育の目標の基礎に

ある，子どもに安全感・安心感を再形成するための方法として有用であると考えられる。ま

た，日常的に，他者から肯定的に認められ，褒められるという経験を積むことは，自分は他

者に受け止められ，認められているという安心感と自己肯定的な感覚を育むという点から，

虐待を受けた子どもにとって非常に重要な環境の要因であると考えられる。子どもの肯定的

な側面に注目し，それを子どもに繰り返し伝えていくことは，虐待を受けた子どもの多くが

抱える自己否定的な自己イメージの修正や，さらには，他者は自分を攻撃するのではなく，

自分を肯定的に評価してくれるのだという他者イメージの修正にも有効であると考えられる。

本論 4 章（研究 4）においても，ケアワーカーは日々のかかわりのなかで，肯定的な側面に
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注目して A さんにフィードバックを行った。A さんは，他者から自分を肯定的に認められる，

褒められる心地よい経験を積むことで，それまでの一方的に自らの欲求を職員に伝えるだけ

ではなく，他者から自分への良い反応を期待したり，褒められたいという欲求を示すといっ

た変化がみられた。 ペアレントトレーニングの基本である，子どもの肯定的側面への注目と

フィードバックは，治療的養育の目標である「人間関係の歪みの修正」や「アタッチメント

の形成と対象の内在化」の素地として重要な自己イメージや他者イメージの修正を促し，安

定的な対人関係を繰り返し経験するという点で，治療的養育の一部として有効であり，また

心理職が不在である肢体不自由児施設においても導入しやすい実践可能性の高い支援方法で

あると考えられる。 

（3）アタッチメント対象として機能すること，危機的状況に対応する 

治療的養育を行う職員に求められる重要な役割として，アタッチメント対象として機能す

ることがあげられる。アタッチメントとは，危機的な状況に際して，あるいは潜在的な危機

に備えて，特定の対象との近接を求め，またこれを維持しようとする個体の傾性であり，こ

の近接関係の確立・維持を通して，主観的な「安全であるという感覚」を確保しようとする

ことである（遠藤，2005）。しかし，被虐待的環境にある子どもの場合，危機的な状況時に

「安全であるという感覚」を養育者への近接によって確保することが困難である経験を積ん

でいる。そのため，危機的状況においても，職員を求めることで「安全であるという感覚」

を確保することができないのである。 

4 章（研究 4）では，虐待を受けた子どもの感情調整や内省機能が変化していく過程におい

て，ケアワーカーが子どもにとって危機的状況でも自分の感情を調整してくれ，安全に導い

てくれる対象として機能すること，感情を他者に表出しない「身体化」や「内在化」されて

いる感情をも読み取り調整すること，言語化出来ない内的状態を「代弁」するといったケア

ワーカー側に敏感性・応答性の高さがあることが，重要な支援のポイントとして示されてい

た。暴力を伴うような「外在化」に対しても，敏感性・応答性の高い職員から，その時の感

情を受け止められ，調整される経験を繰り返し積むことは，治療的養育の「自己調整能力の

形成と促進」という目標だけではなく，アタッチメント対象として機能するといった側面に

おいても重要な支援であったと考えられる。また，危機的状況にケアワーカーに助けを求め

ることができる安定した愛着関係は，感情調整や内省機能を育むといった双方向の効果を生

み出したといえる。 

子どもが感情調整に困難を抱えていたり，苦痛に基づく行動を示したりする場合は，信頼

されている大人が，安全な治療的環境において，「共同制御の戦略（子どもがひとりではコン

トロールできない感情や情緒を，ケア提供者との関係性においてコントロールすること）」に

より対応し，過去の苦痛を子どもが見つめ直せるよう支援する必要があるとされている
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（H.J.Holden，2015）。日常生活支援において，肯定的な側面に注目し，子どもと共有する

ことが重要である一方で，子どもの不安が高まるような，危機的状況にも対応していくこと，

アタッチメント対象として機能することが，治療的養育には必要であると考えられる。「見捨

てられるかもしれない」，「自分が否定されるかもしれない」という場面において，肯定的な

感情が誘発されると，愛着関係が深まっていくのである（藤岡，2008）。子どものアタッチ

メントを修正するためには，日常生活環境を構造化することで，安定した応答的な養育環境

に整えることや，感情調整が必要となる不安が高まるような日常生活場面におけるかかわり

が重要であるといえる（北川，2008）。 

児童養護施設では，アタッチメントに焦点をあてたプログラムが実施されている（青木，

2010；青木他，2011；森田他，2010；徳山他，2009；徳山他，2010）。このようなプログラ

ムをそのまま導入することは，心理職が不在であったり，心理職の介入が限られている肢体

不自由児施設においてはハードルが高いかもしれない。しかし，これらのプログラムで実施

されている内容やその要素は，アタッチメントの視点から日常生活支援を見直すには，参考

になる点も多い。例えば，徳山ら（2009，2010）のプログラムでは，職員にアタッチメント

やトラウマについての心理教育を行ったうえで，アタッチメントを促進するかかわり方を教

示している。アタッチメントを促進するかかわりでは，子どもに安心感を与えるかかわり方

として，子どもの動き，姿勢，言葉を合わせる，子どもの行動や気持ちをそのまま表現する，

子どもの言葉に相づちをうつ，具体的に褒める，子どもの気持ちを否定しない言い方をする

等が示されている。また，就寝時等の子どもが不安を感じるときに一緒にいること，個別の

時間を確保することがあげられている。このようなプログラムに含まれる要素を日常生活支

援に取り込んでいくことも，肢体不自由児施設に治療的養育環境を整えるためには，重要な

前進であると考えられる。 

（4）トラウマ体験を表現できる環境の準備 

4 章（研究 4）では，感情調整方略が変化し，自分の感情体験の内省をケアワーカーに聴い

て欲しいと求めるようになる過程において，過去の被虐待体験を日常生活場面で，人形遊び

を通して繰り返し再現し，言語化することにより，トラウマ体験の再構成が進む過程でもあ

った。児童養護施設での調査では，子ども達は，心理士が行う面接場面だけではなく，生活

場面で家族や過去の体験についてケアワーカーに語っているとの報告もあり（楢原，2008），

虐待を受けた子どもの日常生活支援を行う職員は，子どもが日常生活で示す言動をそれまで

の生育暦に起因するものとして捉える観点と，子どもを支える環境を準備しておくことが求

められている（楢原，2009，2010）。治療的養育を行う日常生活場面では，修正的アプロー

チに限らず，トラウマからの回復といった回復的アプローチの視点からも子どものケアを行

うことができるように，日常生活支援を行う職員に対する専門的教育やスーパーバイズのシ
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ステムを確立しておくことが必要であると考える。 

（5）集団のなかで個別的対応を行う 

3 章（研究 3）では，肢体不自由児施設で治療的養育が機能する要素として，多人数の職員

によるかかわり，個別担当制というシステムのもと，個別的かかわり，スキンシップ，子ど

ものペースに合わせたかかわりといった，個別的なアプローチを行うことが示されていた。

楢原（2011）の治療的養育を実施するための方法においても，「個別的支援」として，子ども

にとって特別な大人と特別な時間を過ごすこと，生活場面だけではなく，計画的に時間を設

定して，子どもの課題に合わせた個別的時間を持つことが必要であるとされている。前述し

た徳山ら（2009，2010）のプログラムにおいても，個別的な時間を確保することがあげられ

ている。安心できる大人と個別的な時間を過ごすことは，虐待を受けた子どもにとって，「安

全感・安心感の（再）形成」と「（心理的）被保護感の（再）形成」（西澤，1997，2010）を

強固にしていくために重要な役割を果たすと考えられる。 

施設養育といった集団生活で個別的対応を行うことは，時間的な余裕がないことや，他の

子どもへの支援とのバランスから実施することの難しさもあるだろう。5 章（研究 5）では，

「支援において困難であると思うこと」として，子どもと関わる時間の不足，職員間の子ど

もへの対応の統一といったチームアプローチ方法や施設の問題，施設入所の環境が適切でな

いといったハード面についての問題があげられていた。集団の中で個別的対応を行うことに

は，人的にも時間的にも制限があることは事実である。現状では，制限のあるなかでも，個

別的対応や個別的時間の必要性を職員が認識し，互いに協働して時間を確保していくことが

必要であると思われる。そのためには，3 章（研究 3）で示されたように，虐待を受けた子ど

もに必要な養育環境への共通理解と，支援の方向性の統一が，施設内の職種間や病棟内で実

現出来ている連携体制が重要であるといえる。チーム全体が子どもの現状を理解し，チーム

の各職種やメンバーがどのように動き，どのような支援を提供するのか，行動レベルで子ど

もの支援内容を共有していくことが重要であろう。 

加えて，チーム全体が日常生活支援における専門的立場を認識し，一貫した支援を行うこ

とは，虐待を受けた子どもたちに特徴的な「虐待的人間関係の再現性（西澤，2010）」に巻

き込まれることによる職員自身の傷つきを予防するためにも重要である。虐待を受けた子ど

も達は，回復していく過程で，チームが本当に安全で，効果的で，信頼のおけるものかを，

試すと言われている（Barton,S.et al.，2012）。「虐待的人間関係の再現」は子どもと職員

個人間に起こるが，それに対してチームがどのように対応するのかをも試されているのであ

る。そのため，チーム全体が，支援者としての専門性を深めるだけではなく，チームとして

対処することで，職員一人ひとりの傷つきを最小限にとどめる工夫をすることが必要である

（藤岡，2008）。 
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例えば，4 章（研究 4）においては，暴力行動や施設外に飛び出すことを想起させる行動に

よって特定のケアワーカーを独占しようとしたり，要求を通そうとする場合，A さんへの対

応が硬直化している場合には，ケアワーカーを交代して対応を行った。虐待を受けた子ども

の衝動的暴力的行動や特徴的行動に対応することは，ケアワーカーにとって非常に負担が大

きく，「虐待的人間関係の再現性（西澤，2010）」に巻き込まれるリスクもある。担当ケア

ワーカーだからという使命感で，子どもの対応全てを引き受けることは大変危険なことであ

る。複数の大人が専門的立場を認識し，互いにサポートし合いながら，一貫した支援をチー

ムとして行うことは，子どもにとっても，ケアワーカーにとっても安全性の高い治療的養育

の形であるといえる。 

 1 章で述べたとおり，多くの虐待を受けた子どもが入所する児童養護施設では，治療的養

育を行う環境を整えるために，日常生活支援を行う職員を対象に，アタッチメントやトラウ

マの視点から子どもを理解する教育的介入や，子どもと施設職員の関係性を扱う治療的介入

が行われるようになってきている（青木，2010；青木他，2011；森田他，2010；西澤，2008；

西澤他，2010；徳山他，2009；徳山他，2010）。肢体不自由児施設に入所する虐待を受けた

子どもにも同様のニーズがあると考えられる。障害をもつ虐待を受けた子どもの社会的養護

を行う施設として，事例レベルではなく，施設単位，障害児入所施設全体の取り組みとして，

治療的養育環境を整えることができるシステムを導入することが求められていると考える。

それは，単にプログラムを導入することではなく，子どもに治療的養育を行うことができる

環境調整の方法や施設内連携，病棟運営といった具体的方法を共有したり，虐待を受けた子

どもに支援を行う職員のための段階的研修制度といった，継続的に虐待を受けた子どもに適

切な支援を行うことができるシステムを作っていくことが，実現可能性の高い方法ではない

かと考える。 

3）子どもの施設退所に向けての支援，社会的自立への支援 

 1 章で示したとおり，肢体不自由児施設に入所する虐待を受けた子どもが，養育者や家族

のもとに退所したり，地域に自立したりすることは非常に稀であり，多くの子どもが他の施

設に移動しているという現状がある。2 章 1 節（研究 1）では，職員は，退所に向けた支援に

困難を経験していることが明らかとなった。その内容は，終身施設への変更，社会的自立へ

の支援，家庭への退所であった。退所に向けた支援の困難が明らかになる一方で，3 章（研

究 3）では，支援が機能する状況として，養育者への支援により養育者が変化し，家庭への

退所に至ることも示されていた。しかし，支援が機能する状況として，子どもの社会的自立

への支援が機能した状況については示されなかった。 

 退所に向けた支援の困難さには，適切な施設変更への取り組みがない，終身施設への変更

の取り組みが進まないといった施設変更への支援が進まないことが示されており，その理由
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のひとつには，終身施設の空きがない，里親の不足といった社会的な問題が存在していた。

また，2 章 2 節（研究 2）では，肢体不自由児施設の看護師が困難に感じると回答した割合の

高い支援項目には，退所に向けた支援が含まれており，その多くは，施設退所に向けた養育

者，外部機関，他職種との話し合いや調整を行うものであった。退所に向けた支援の困難さ

には，2 章 1 節（研究 1）で明らかとなった施設内，外部機関における連携における困難さが，

影響を及ぼしている可能性が考えられる。 

2 章 1 節（研究 1）で明らかとなった社会的自立への支援の困難は，社会に適応することの

困難さ，社会的自立への支援や社会活動への参加から構成されていた。もし，社会的自立へ

の支援が機能するならば，施設変更ではなく地域移行が可能な子どもも存在しているのでは

ないかという疑問も生じる。1 章で示したとおり，事例報告では，入所中の子どもに対する

支援として，地元保育園との交流によって，社会経験を保証できた事例（阿部，2014）や，

家庭に帰省することができない子どもに対して，個別的かかわりをもつこと，家族の無理の

ない範囲でのつながりを維持すること，生活における子どもの役割をつくることによる子ど

もの情緒的安定が得られた事例（根神他，2014）等がある。家庭への退所や地域移行に至ら

ないとしても，子どもが育つ養育環境として，施設以外での他の子どもとの交流や社会活動

は保証されるべきであると考える。 

肢体不自由児施設には，医療施設としての役割だけではなく，社会的養護を行う施設とし

ての役割もある。現状行われている子どもの社会的自立への支援の取り組みについて，事例

報告が積極的になされ，支援内容が施設間で共有されることで，社会的養護にある子どもへ

の社会的自立の支援があらゆる段階で行われるようになることが望まれる。 

子どもの退所後の進路については，虐待を受けて入所した後，早い段階から，子どもと養

育者の状況を査定し，このまま肢体不自由児施設での養育か，より適切な施設への移行か，

グループホーム等を利用して地域移行し，自立を目指すのか，ショートステイや訪問介護，

訪問看護により在宅養育を目指すのか，そのために必要な社会的自立への支援は何か，子ど

もにとっての利益を一番に考えながら，養育者の状況や意向を尊重しつつ支援していくこと

が必要であろう。家庭への退所，施設変更や地域移行など，子どもの将来についての長期的

目標を施設内，外部機関がともに共有して機能するための方法と必要な社会的な整備を再考

していく必要があると考える。 

 

2. 養育者の支援 

1）子ども虐待を予防する役割 

 2 章 1 節（研究 1）では，支援が困難である理由のひとつには，養育者の子どもを養育する

のに困難な状況があることが明らかとなった。子どもを養育するのに困難な状況は，養育者
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の知的な問題，貧困，DV 家庭，養育者の疾患といった虐待のリスクとしてよく知られてい

る要因から構成されていた。また，養育者には，養育者行動をとる困難さ，虐待の認識のな

さ，変化しない養育者，家庭へ退所する可能性の低さといった特徴があり，それが入所後の

支援を困難にしていることが明らかとなった。このような養育者の現状は，子どもの入所後

における現状ではあるが，障害をもつ子どもは，障害をもたない子どもと比べて 4～10 倍の

頻度で虐待されていると推計されていることや（細川，2002），虐待を受けて肢体不自由児

施設に入所する子どもの 72.6％が，もともと障害をもっていたことを鑑みると，障害をもつ

子どもを養育する養育者に対して，その負担を軽減できる支援が十分に行われてきたのか養

育者側のニーズを見直す必要もあると考える。同時に，早期から障害児とその養育者・家族

を対象として治療，療育を行う肢体不自由児施設は，虐待予防の視点から養育者や家族を支

援する重要な役割を担うことを再確認する必要があると考えられる（千葉他，2006；續他，

2007）。 

 肢体不自由児施設には，外来診療，リハビリテーション，通園といった，障害をもつ子ど

もと養育者が定期的に通う部門が存在する。特に，保育園や学校に通うようになるまでの間，

子どもと養育者に定期的に接触できる，多職種がかかわることができる機関であるという点

を虐待予防の観点から活用することが可能であると考える。もちろん，虐待のリスクが高い

事例については，既に支援が行われていると考えられる。そうだとしても，障害をもつ子ど

もが虐待を受ける事例の多さや，それが低年齢に多いこと，ネグレクトが多いことを鑑みる

と，より積極的に社会的サポート整備への支援や，相談支援を開始するハードルを下げる，

短期入所の利用や，親子入所の利用等，肢体不自由児施設が有している資源を活用すること

で実施可能な支援もあるように思う。また，直接的な支援でなくとも，地域機関への報告や

協働での見守りも予防の点からは有効であろう。虐待予防の視点から肢体不自由児施設が果

たせる役割について検討していくことが必要であると考える。しかし，これらの課題を進め

ていくためには，新たな人員配置や予算措置が必要であると考えられる。本論では，肢体不

自由児施設に関連する社会制度等の条件からは十分に考察が行えていない。現状の課題解決

のために必要な人的配置や予算措置，法整備について，具体的に検討し，提言していくこと

が重要であると考える。 

2）養育者・家族に支援を行う主体 

2 章 1 節（研究 1）では，養育者・家族に対する支援における困難として，養育者・家族に

直接介入できない，養育者・家族と連絡・調整するといった，施設側が養育者・家族支援に

至る困難さが示されていた。また，2 章 2 節（研究 2）では，肢体不自由児施設に勤務する看

護師が，虐待を受けた子どもへの支援の際に，困難を感じる割合の高い支援項目の上位 4 項

目は，全て家族に直接かかわりをもつ支援であることが示されている。困難を感じる支援の
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内容は，家族への説明・指導，家族との面接・話し合い，家族との連絡，子どもと家族の仲

介・調整であった。 

 一方 3 章（研究 3）では，支援が機能する状況として，養育者・家族に対して，対応窓口

の明確化をし，面接・話し合い，自宅への訪問，継続的な支援といった養育者とのかかわり

を継続していこうとする積極的な取組みが示されていた。また，養育者の現状把握や虐待の

有無の確認によって養育者の理解をしながら，養育者を尊重するかかわりを行うことで，養

育者との信頼関係の構築をし，養育者の支援や子どもと養育者との関係への支援につなげら

れていた。養育者への直接的支援としては，入所による子育ての負担軽減をもとに，現存す

る人的サポートの活用，子育て環境の調整による養育者自身の生活の安定や，家庭への退所

を目指した社会的サポートの調整といった支援が積極的に行われていた。 

 2 章 1 節（研究 1）で示された養育者・家族に対する支援の困難さは，前述した養育者が子

どもに養育するのに困難な状況であることや，外部機関である児童相談所との協働ができな

いことが関連していた。しかし，児童相談所は，他機関からの要求水準の高さや，地域では

なく児童相談所に見守りを任せられることがあるが，児童相談所では見守りの体制が十分に

行うことができないといった葛藤を抱えていることも明らかとなっている（高岡，2013）。

児童相談所以外の他機関では行うことができない，一時保護や立入調査等の法的対応はある

が，見守りや養育者への支援は，他機関でも可能であり，法的対応力をもつ児童相談所より

も，それまでに接点のある地域機関が見守りや支援を行う方が，養育者が受け入れやすく，

支援の導入がスムーズである場合も考えられる。 

本論 3 章（研究 3）においても，支援が機能する状況では，養育者や家族に支援を行う主

体は，外部機関の場合や施設の場合があった。それは，養育者のニーズや養育者と施設や外

部機関の状況に合う方法を選択しているためと考えられる。つまり，外部機関と連携・恊働

して養育者の支援を行う時には，固定的な役割分担ありきではなく，養育者の状況を共通理

解し，その状況に合わせて共に支援の方法を検討し，役割分担を柔軟に行っていく連携・恊

働体制が必要であると考える。肢体不自由児施設は，障害をもつ子どもと養育者に対して多

職種チームで支援を行い，地域機関とも連携をして支援を行うシステムと機能を備えている。

そのシステムと機能を，社会的養護を目的に入所する子どもの養育者の支援に対しても，状

況に合わせて役割を担う可能性を検討することも必要であると考える。 

 

3. 施設職員のサポート 

本論では，肢体不自由児施設の職員が，虐待を受けた子どもに支援を行ううえで多くの困

難を経験していることが明らかとなった。 

2 章 1 節（研究 1）では，子どもがもつ「知的な障害」により，子どもの現状について，虐
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待を受けたことによる影響と，もともともつ障害によるものとを区別して評価することや，

虐待の影響を加味して子どものリハビリテーションや療育の支援目標を設定すること，子ど

もの本心を知ることに困難があることが明らかとなった。また，児童福祉施設の職員が経験

しているのと同様に，子どもと信頼関係を構築することや，虐待を受けた子どもに特徴的な

行動に対応したり，支援を行うことにも困難を経験していた。その他にも，退所に向けた支

援，子どもの養育者とかかわり，支援を行うこと，施設内外と連携・協働することといった

多くの場面で肢体不自由児施設の職員は困難を経験していた。 

職員が支援上で経験する困難を解消していくためには，これまで記述してきたような様々

な手立てが必要ではあるが，まずもって重要なのは，施設全体が，虐待を受けた子どもの特

徴と必要な支援について理解をすることである。3 章（研究 3）では，支援が機能する状況と

して，施設全体に子ども虐待についての理解がある前提が示されていた。子どもの状態を，

障害をもつという側面からだけではなく，虐待を受けた側面からも理解をし，子どもに必要

な支援は何であるのか，各職種の職員はどのような支援を提供すべきか，支援の目標を共有

することが前提として必要である。それを実現するためには，施設職員全体が虐待を受けた

子どもについて理解を得られる機会を設定することが重要であると考える。 

特に，日常生活支援を行うケアワーカーは，子どもと過ごす時間も長く，子どもに与える

影響も大きい。治療的養育においては，日常生活環境全体が治療的な効果をもつことが必要

であることからも，ケアワーカーには，虐待を受けた子どもに支援を行う専門家としての，

専門的知識とスキルが求められる。虐待を受けた子どもが示す行動を，虐待を受けたことに

よる影響として，アタッチメントやトラウマ体験の視点からも理解でき，必要な支援を日常

生活支援に組み込むことができるための研修等，職員が段階的継続的に学ぶことができる機

会を設定することが必要であると考える。 

加えて，2 章 2 節（研究 2）では，職員の施設勤務年数が，虐待を受けた子どもに支援を行

う際の困難に関連があることが明らかとなった。肢体不自由児施設での勤務年数が 10 年未満

でかつ虐待を受けた子どもへの支援人数が 5 名以上の看護師は，「発達を促進する基本的支

援」や「退所に向けた恊働」において，より困難を感じていたことが示された。 

また，5 章（研究 5）では，肢体不自由児施設勤務 5 年未満の職員は，5 年以上の職員より

も，子どもに対して「ネガティブな感情的対応」や「距離をおく対応」を行っていることが

確認された。この「ネガティブな感情的対応」はバーンアウトの中心的要素とされる「情緒

的消耗感」を強めることも明らかとなっている。施設勤務年数が短い職員にとっては特に，

職員自身の精神的健康を保ちながら，虐待を受けた子どもに対して適切な支援を行うための

サポートが急務であるといえる。 

5 章（研究 5）では，日常生活支援を行う職員に対して，虐待を受けた子どもの特徴と基本
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的支援の方法を理解することを目的とした研修を実施した。その結果，研修前よりも「子ど

もの気持ちを理解することは難しくない」，「子どもの対応について，他の職員に応援を頼

みやすい」の得点が研修前よりも研修後で高くなった。研修の前後で変化した「子どもの気

持ちを理解することは難しくない」は，「バーンアウト」の中心的要素である「情動的消耗

感」に負の影響を与えること，研修後の結果では，「子どもの気持ちを理解することは難し

くない」が「個人的達成感」に正の影響を与えるという新しいパスがみられた。今回の研修

によって，職員が「子どもの気持ちを理解することは難しくない」との認識が高まったこと

は，「バーンアウト」の予防に効果があった可能性が示されたといえる。 

しかし，虐待を受けた子どもの支援を行う職員に対する支援として，今回実施した研修の

ような虐待を受けた子どもの特徴と基本的支援の方法についての 1 度きりの研修だけでは不

十分であろう。今回のような基本的内容をスタートとし，より実践的な内容を含む研修や，

実際の子どもの支援や養育者の支援についての事例検討，または外部の研究会等へ参加し，

他の職員と学習内容を共有する等，段階的継続的に職員が学ぶことができる環境を設定して

いくことが重要であると考える。 

3 章（研究 3）では，子どもの支援が機能する時には，施設内の連携・恊働体制と相互に進

められていることが示されていた。他職種間や職員同士で相談しやすく，相互補完的な環境

は，自らの役割を確認しながら支援を遂行することができ，支援が促進されると考えられる。

具体的には，勉強会やケースカンファレンスの開催等による子ども虐待の共通理解をはかる

場の設定に加え，定期的なケースカンファレンス，同僚同士による日常的なピアサポート，

研修会等によってケースを抱え込みすぎない工夫（藤岡，2008），リーダーシップをとる存

在や虐待対応チーム等の施設内の連携・恊働体制を支えるシステムが存在していることが重

要であると考える。このような支援システムは，職員が支援を行ううえでの困難さを軽減し，

職員の精神的健康への一助となり，同時に，子どもの日常生活支援の質を保障することにつ

ながると考えられる。 

また，肢体不自由児施設における虐待を受けた子ども支援の事例報告は限られている。虐

待を受けた子どもの支援においては，病棟内及び施設内で共有することに留まらず，様々な

事例における具体的支援の内容を施設間で共有し，知見を積み重ねていくことが有用である

と考える。 

 

4. 今後の展望 

 本論では，肢体不自由児施設における虐待を受けた子どもに支援を行う職員に焦点をあて，

肢体不自由児施設で虐待を受けた子どもの支援を行ううえでの課題を明らかにしてきた。 

 最後に今後の展望として，肢体不自由児施設で虐待を受けた子どもの支援における新たな
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研究課題について述べる。 

 虐待を受けて肢体不自由児施設に入所した子どもが，養育者や家族のもとに退所したり，

地域に自立したりすることは非常に稀であり，ほとんどが他の施設に移動するという現状が

ある。もちろん，家庭に退所することが最良か，他の施設に移動することが最良かどうかは

各事例の特徴によるため，どのような形がよいかは一概に言えない。しかし，現状では，虐

待を受けて肢体不自由児施設に入所した子どもの退所後の選択肢が少ないということは間違

いがない。例えば，肢体不自由児施設から，小規模施設や里親に措置変更されることは，非

常に稀である。しかし，肢体不自由児施設には，地域で生活する障害をもつ子どもと養育者

を支えるシステムと人的環境がそろっている。例えば，虐待を受けて肢体不自由児施設に入

所した後，施設で障害に対する支援により発達が保障され，治療的養育により虐待による心

理的影響等の治療を受けた後，家庭に退所できなくても，小規模施設や里親に措置変更する

場合，退所に向けて段階的に養育者を支援し，退所後の支援についても外来，リハビリテー

ション，短期入所，日中一時支援，地域機関との連携を通して行うことが可能である。虐待

を受けて肢体不自由児施設に入所する子どもに対して，その子どもに合わせて，適切な時期

により適切な環境を準備できるようになることが理想であると考える。実際に，児童相談所

と連携して一時里親養育を導入し，結果的に里親養育に移行した事例も報告されている（瀬

戸他，2014）。このような支援が機能した事例を分析し，新たな選択肢を他の施設でも検討

できるよう，具体的支援方法だけではなく，子どもの変化や措置変更後の子どもの状況，そ

れに伴う課題等も明らかにしていくことが必要であると考える。 

肢体不自由児施設がもつ機能を今まで以上に活用，発展させていくためには，下山田ら

（2016）が指摘しているように，障害児施設に入所している虐待を受けた子どもについても，

厚生労働省が行う児童養護施設等調査等の調査対象として全国的な傾向が随時詳細に把握さ

れることが必要であると考える。そのうえで，他の社会的養護を担う施設と同様な施策が適

用されているか検討することが必要である（下山田，2016）。 

もう一点は，肢体不自由児施設で社会的養護を受け，退所した子どものその後についてで

ある。18 歳の施設退所前に行われる支援としては，日常生活動作を獲得すること，交通機関

を使用して外出すること，定期的に医療機関を受診すること等の実践的スキル獲得にむけて

の支援が報告されている（江口，2009，今井，2011 杉本，2008）。一方で，社会的養護を受

けた障害を持たない施設退所者の報告からは，新たな環境，特に人的環境に適応すること，

必要な時にサポートが存在していても自ら求めることの困難さがあげられており（NPO 法人

社会的養護の当事者参加推進団体日向ぼっこ，2009），日常生活上の実践スキルだけではな

く，対人関係を築き，サポートを受けながら社会に適応していくといった個人的課題も社会

的自立においては重要であることが示唆されている。これらの課題は，虐待を受けた子ども
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にとって重要なテーマであるトラウマや愛着修復治療と深く関連する問題であると考えられ

る。施設で行われてきた社会自立支援を当事者の視点から再検討し、必要な社会的自立に向

けた支援に求められていることを確認することも今後の課題として重要であると考える。 

 本論では，肢体不自由児施設における虐待を受けた子どもの支援に存在する課題を明らか

にし，支援が機能している肢体不自由児施設の取組みや，他の児童福祉施設の先進的な取組

みから，肢体不自由児施設での支援がより発展してくための方法を提案した。また同時に，

虐待を受けて入所する子どもに支援を行う肢体不自由児施設職員が，困難を抱えながらも，

試行錯誤して子どもと養育者に支援を続けようとし，現状の施設機能を活用することで，問

題解決していることを研究からみることができた。おそらく今後も，肢体不自由児施設は，

日本の障害をもつ子どもの社会的養護において，重要な役割を担っていくと考えられる。肢

体不自由児施設における虐待を受けた子どもの支援がさらに発展し，支援を行う職員がサポ

ートを受けながら支援を継続できるために必要な研究課題について，今後も取り組んでいき

たい。 
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付録  

子ども虐待とその対応

岐阜大学看護学科

大橋麗子

1．虐待とは

2．虐待を受けた子どもの特徴

3.  虐待を受けた子どもへのケア

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

1．虐待とは‥

１）児童虐待防止法 第二条

保護者（親権を行う者、未成年後見人その他の者
で、児童を現に監護するものをいう）が、その監護す
る児童（18歳に満たない者をいう）に対し、次に掲げ
る行為をすることをいう

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

① 身体的虐待

•第１項

児童の身体に外傷が生じ、又は生じる恐れのある
暴行を加えること。

例：外傷として、打撲傷、あざ（内出血）、骨折、刺
傷、たばこによる火傷など。また、生命に危険のある
暴行として、首を絞める、殴る、蹴る、熱湯をかける、
食事を与えない、冬に戸外へと閉め出す、縄などに
より一室に拘束するなど

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
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② 性的虐待

•第二項

児童にわいせつな行為をすること又は児童をして
わいせつな行為をさせること。

例：子どもへの性交、性的暴行、性的行為の強要・
教唆。性器や性交を見せる。ポルノグラフィーの被写
体などに子どもを強要するなど

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

③ ネグレクト

•第三項
児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減

食又は長時間の放置その他の保護者としての監護
を著しく怠ること。

例：家に閉じ込める（子どもの意思に反して学校
等に登校させない）、重大な病気になっても病院へ連
れて行かない、乳幼児を家に残したまま度々外出す
る。また、子どもにとって必要な情緒的欲求に応えて
いない（愛情遮断など）。食事・衣服・住居などが極端
に不適切で、健康状態を損なうほどの無関心・怠慢
など

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

④ 心理的虐待

•第四項

児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、
児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力、
その他児童に著しい心理的外傷を与える言動を行う
こと。

例：ことばによる脅かし。子どもを無視したり、拒否
的な態度を示す。子どもの心を傷つけることを繰り返
し言う。子どもの自尊心を傷つけるような言動。他の
きょうだいとは著しく差別的な扱いをするなど。

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
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２）チャイルド・マルトリートメント
Child Maltreatment

• こどもに対する不適切な取り扱い

• 18歳未満の子どもに対する大人、あるいは行為
の適否に関する判断の可能な年齢の子ども（おお
よそ15歳以上）による

• 身体的暴力、不当な扱い、明らかに不適切な養育、
事故防止への配慮の欠如、ことばによる脅かし、
性的行為の強要などによって

• 明らかに危険が予測されたり、子どもが苦痛を受
けたり、明らかな心身の問題が生じているような
状態

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

養育者以外からのマルトリートメント

•施設における不当な扱い，

•家族外における児童の濫用・
搾取（ポルノグラフィと売春、
児童労働の搾取）。

•薬物やアルコール依存への誘
発、マスメディアの刺激、児童
向け広告なども含まれる。

マルトリートメント
Maltreatment

虐待
Abuse

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

３）子どもの権利条約

こどもの基本的人権を国際的に保障するために定められた条約

• 4つの柱

①生きる権利

②守られる権利

③育つ権利

④参加する権利

•日本政府への勧告（2010）

条約が社会に浸透していない，教育システムの他に‥

虐待を受けた子どもの社会的養護の環境

障がい児の教育の制限，社会へのインクルージョン

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
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４）虐待の生じるリスク要因

•様々のリスク要因が関連し合って引き起こされる

こどもの要因
育てにくいこども

障がい・病弱・発育不全
多胎児

早期の親子分離
発達障がい児

など

家庭・環境の要因
孤立した家族
経済的困難さ
夫婦不和

強い育児負担
など

親の要因
疾病
障がい

社会的孤立
被虐待経験
育児不安

望まない妊娠
など

虐待

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

２．虐待を受けた子どもの特徴

•孤独感・疎外感を持っている

•一度泣き出すと、なかなか泣き止まない

•かんしゃくを起こしやすい

•融通が利かない

•いつもイライラして、抑制できない

•変化に適応できず、パニックを起こしやすい

•心から楽しんだり、喜んだり出来ない

1）感情面

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

感情面

ぐずり なだめ

• 感情・欲求のコントロール

• 他者と共感する力

誰も自分を守ってくれない

愛されない不安感で絶えずイライラ‥

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
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２）行動面

•過度の刺激を求める
•破壊的行動をよくする
•反社会的行動が目立つ
•衝動や欲求不満に自制がきかない
•多動である
•食べ物を隠してためる、暴食、偏食
•自虐的で、自傷行動をする
•叱られることをして注目を集める

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

行動面
衝動的・過激な行動

•脳内は常に緊張状態！アラームがなりっぱなし！

多動，衝動的行動，過度な刺激を求める

•フラッシュバック，解離

｢とまっちゃう，暴れちゃう，忘れちゃう」

感覚的な記憶がすぐに
よみがえる

安心なんてしてられない

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

３）思考面

•自分自身に否定的な考えを持っている

•短絡的思考

•プロセスを持てず、結果を求める

•忍耐力や集中力が低い

•因果関係が分からず、常識が通用しない

•パターンに固執し、柔軟な考え方が出来ない

•年齢相応な考え方が出来ない

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
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思考面

•安全基地の不安定さ（見守り・支えてくれる人）

•愛着スタイルのゆがみ

失敗が恐い，新たなことに消極的

•脳内はいつも緊張状態！アラームがなりっぱなし！

落ち着いて「考える」ことが出来ない

自己・他者否定のマイナス思考

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

４）人間関係

•人を信用しない

•倫理観の欠如から、良心が育っていない

•自分の間違いを人のせいにする

•見え透いた嘘をつき、人を操る

•知らない人にも愛嬌を振りまき、まとわりつく

•誰とでも表面上の関係は作れる

•他人の感情を把握できず、共感や同情が出来ない

•同世代の友達ができない

•愛そうとする人に攻撃的・挑戦的

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

人間関係

•愛し、愛される経験の乏しさ

•自分を守ることに専念

•人との関係は支配ー隷属

（愛情も支配と受け取る，試し行動）

•人を操ろうとする

•極度の不安，試し行動，愛嬌を振りまく

•誰とでも仲良くするが、「特別な人」はいない

虐待されるわたし
虐待する大人

支配ー隷属の結びつきが強い

虐待的人間関係の再現性

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
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５）身体面

•触られることを嫌がる

•痛みに関して忍耐強い

•自分に不注意で、ケガをしやすい

•非衛生的になりがち、身なりに無頓着

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

身体面

• 「心地よくなりたい」身体的ニーズ

•欲求を無視されることに慣れてしまう

•自分の身なりに無頓着

•脳内は常に緊張状態！アラームがなりっぱなし！

•不注意（注意の持続が困難）

•ケガ

不潔や痛みに無頓着

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

６）道徳面･倫理観

•自分を悪い子だと思っている

•悪人や犯罪者に憧れる

•後悔や自責の念がない

•愛することができないと思っている

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
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道徳面･倫理面観

人に対する信頼感

価値観･倫理観･社会性･道徳性

「自分は悪い存在」

どのような場面を思い起こしましたか？

自分は喜びを与える存在なのだ

この人が悲しむことはしないんだ

どうせ私なんて‥

社会のダークサイドに目を向ける

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

「子ども虐待は保護をすれば終わり」

｢虐待の心の傷に心理療法を行えば十分」ではない！！

アタッチメント トラウマ

３．虐待を受けた子どものケア
１）ケアの必要性

乳幼児期 学童期 思春期

反応性

愛着障害
ADHD様
症状

非行

行為障害

成人期

反社会性人
格障害

社会不適応

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

２）虐待を受けた子どものケア

① 心理療法

EMDR、The Circle of Securityプログラム、

トラウマ体験エクスポージャー療法など

② 薬物療法

過覚醒、フラッシュバック、退行による治療の促進

③ 治療的養育

日常の生活環境を治療的に活用することが必要

心理的治療のみでは時間がかかる

④ 養育環境へのソーシャルワーク

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
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３）治療的養育
①安心して生活できる場の確保

•こども自身が安全と感じられること

• 見捨てられない｢抱えられている」

• 安全な生活｢守られている」

• 人として認められている｢受け入れられている｣

• 日常的に伝えていくこと、環境を整えること ※安全の輪 資料

•子どもが予測できる環境を提供（生活の構造化）

• 関わりに一貫性･連続性を持たせること、病棟のルール

• 子どもに分かりやすく、予測可能であること

• 気分や状況によって対応が変化することは不安

• ただし、管理的な生活にならない様注意が必要

「何のためにルールが存在するか」

子どものサイン

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

②対人関係のゆがみへの対応

•関わりの一貫性･連続性･個別性

•いつも同じ安心できる人的環境をつくる

•個別的にゆっくりかかわる時間をもつ

•身体的ケア（アイコンタクト、スキンシップ)

•ネガティヴな感情を持っている時に寄り添うこと

•子どもの肯定的な側面に注目，褒めること

→ どのような行動が人を良い気持ちにするのか知る

自分が他者から尊敬される経験

•連続した人間関係、生活体験を築く

•子どもが自分にとって重要な大人を選ぶ

•個別担当性に縛られすぎない、複数の愛着対象

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

③自己調整能力の形成促進

• 「不快な状態」から「快」の状態に導く

→落ち着ける環境や方法は何か

•行動の背景にある子どもの不安を読み取る

→環境の調整などで予防できることはあるか、

• 「わけのわからない状態」を振り返る

→子どもが経験したことを整理する

認知（考え）、感情（気持ち）、刺激（きっかけ）

子どもができない時には、代弁をする

•連続した生活体験を紡ぐ 自己物語の再編成

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
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④生活・学習の支援

•一般的な生活の練習

規則的な食事、清潔習慣、整理整頓、学習習慣

こどもに分かりやすい生活の枠組み、対応

•社会的ルールを守ることを経験する

個人内･集団内のルールを分かりやすく設定

•学習への支援

自律には不可欠

eg．国語力の不足は内省不足をもたらし、

行動化傾向に拍車をかける

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

治療者への退行

攻撃性の表出

自己同一性の感覚

自己コントロール感の獲得

４）治療過程の子どもの変化

虐待的人間関係の再現性

チームで対応する
スタッフ間で支える

⑤自己物語の再編成

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

５）家族へのケア

•親にも治療が必要な場合も多い

うつ，何らかの精神障害

•分離も再統合も児童相談所が行うジレンマ

•家族再統合への取り組みは長期間の取組みが必要

•家族とも信頼関係を築いていく必要

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
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援助欲求
「なんとかしてあげたい」

「助けてあげたい」
「力になりたい」

虐待的人間関係の再現
逆撫でするような行動
不安定な人間関係

６）職員のメンタルヘルス

客観的に理解する・一定の距離を保つ

無力感
混乱

怒り

スタッフ間での
共有・相談・協力

子どもへの対応
の振り返り

自分の感情理解

スーパーバイズ

子ども理解

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

６）職員のメンタルヘルス

•児童養護施設ケアスタッフのバーンアウトが問題に

情動的消耗を50％の職員が感じている

脱人格化25％･･･個人を人格的に取り扱えない

•抱え込まないこと

「担当だから」に強制力はないか

親密な関係内で苦しんできた子どもだからこそ

支援者個人･チームが、施設全体から支えられる事

•スパービジョン、定期的なケースカンファレンス、

職員同士の日常的なピアサポート

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
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あとがき 
 

 肢体不自由児施設に看護師として就職した初日，病棟師長に病棟を案内していただいた日

から 10 年が過ぎた。これまで自分の専門性をどう見据えていくか迷い，整形外科や産婦人科

で看護師として働き，児童教育学科への編入，大学院への進学を経て，障害をもつ子どもや

家族の看護に進んでいこうと決めたところだった。ようやく自分の進む道を見いだし，これ

からこの施設で出会うであろう子どもや家族，自分が学び，経験していくだろうことを想像

しながら，意気揚々とした気分であった。病棟師長は，子ども達が学校へ登校した後のがら

んとした病室を周りながら，ひとりひとり子どもの説明をしてくださった。何人かの説明を

聞くうちに，「え？思っていたのと違う…」と私は少し驚いた。入所する子どもに虐待やネグ

レクトを受けて入所している子どもが何人もいるのである。その子ども達の多くは，家庭に

退所することが難しく，おそらく 18 歳までこの施設に入所していることになりそうだとの話

であった。私は，恥ずかしながら，肢体不自由児施設に虐待やネグレクトを受けた子どもが

入所していることに思い至らなかったし，虐待やネグレクトを受けた子どもやその養育者・

家族がどのような状況なのか，どのような支援ニーズがあるのかほとんど知らなかった。 

入職後は，母子入所棟と肢体不自由児棟で，治療や手術，訓練，虐待等による社会的養護

を目的に入所する子どもと養育者・家族との出会いを通し，様々な経験をさせてもらった。

そして，障害をもつ虐待を受けた子どもや養育者・家族の支援について知りたいと思い，子

ども虐待に関する学会や研究会に参加するようになった。しかし，障害をもつ虐待を受けた

子どもの支援に関する研究や資料は多くなく，同僚と試行錯誤で支援を行うのが現状だった。 

全国の肢体不自由児施設には多くの虐待を受けた子どもが入所している。子どものなかに

は，肢体の障害ではなく，身体的疾患による医療的ケアが日常的に必要であるために，児童

養護施設には入所できず，肢体不自由児施設に入所している子どももいる。本論を構成する

研究では，虐待を受けた子どもが入所する多くの肢体不自由児施設にご参加，ご協力いただ

いた。調査票の自由記載欄には，びっしりと現状の困難さや職員の思いが書き込まれている

ものもあり，私と同じように日々迷いながら支援を行っている職員がいるのだと，勇気をも

らうと同時に，この調査結果は必ずこの方々に返さねばと身が引き締まる思いがした。 

虐待を受けた障害をもつ子どもが，その子どもらしく成長発達していくためには，どのよ

うな支援が必要なのか，肢体不自由児施設における支援の現状はどのようか，本論ではいく

つかの調査をもとに検討を行った。本論で明らかになったことは，肢体不自由児施設におけ

る虐待を受けた子どもの支援に関するもののごく一部である。本論をもとに，今後行うべき

研究課題は多い。しかし，本論が，肢体不自由児施設に入所する子どもの支援を行う仲間の

一助になれば，ひいては支援の一助となれば，これほど嬉しいことはない。 
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