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パネルディスカッション ２００３年１２月２３日(火・祝)

《 》 会場：神楽坂エミール宇都宮事件が問いかけるもの

ま ず気付 いた人が 語り継ぐことから

矢満田社会福祉士相談室・主宰

社会福祉士 矢 満 田 篤 二

(子どもの虐待防止ネットワーク・あいち理事)

１ 虐待死の事件報道記事を分析して

愛着障害の徴候／診断マニュアル 概観参照：資料１

新聞報道記事の紙背をケース事例として考察参照：資料２

２ 愛着障害の修復対応事例に学ぶ

里親さんが体験する「里親試し 「赤ちゃん返り」から」

３ 市民主体社会の形成へ 児童相談所の限界性を認知して ～他者非難の非生産性～

我が国の社会構造の特徴：徴税により官僚が主導し、住民が依存する形態が定着

「特定非営利活動促進法」(略称：ＮＰＯ法) 特別法の限界性に注意平成10年3月制定

｛明治３１年７月施行｝基本法規・民法

民法34条【 】 祭祀、宗教、慈善、学術、技芸、其他公益ニ関スル社団又ハ公益法人の設立

財団ニシテ営利ヲ目的トセサルモノハ主務官庁ノ許可ヲ得テ之ヲ法人ト為スコトヲ得

アメリカでは、原則として法人の登記は届出方式。理由＝各個人の責任で社会を形成

：税金と対等な「 」と「 」と「 」を市民が提供し組織化すること改善手段 知恵 資金 労力

市民第三セクターの は、 ： 公務員の使命は多数への平均的なサービス使命 最適利益の提供

私たちの手で日本の将来を改善する開拓者の誇りをもって結語

｛私を支え続けた１冊の本から、すてきなことばを紹介｝

～岩波新書・ から抄出～石井桃子著「子どもの図書館」1965年刊 188頁

(石井桃子さんがイギリスやアメリカの図書館で日本の図書館の現状を嘆いたとき)

外国の児童図書館員たち－－ほとんど例外なく女性です－－は、目をかがやかして、

「 －なんて興味のある問題なんでしょう！ なんてHow exciting! Howchallenging!

やりがいの ある仕事でしょう！ － あなた方は、開拓者なのね。 」というのでした。

私は、一つの問題にぶつかった時、イギリス人やアメリカ人と、日本人のあいだには、

かなり対決のしかたがちがうのだなと考えて、しばらくしてからは、もう愚痴をこぼ

すことをやめました。
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資料１

愛着障害の徴候 ヘネシー 澄子 教授(東京福祉大学)

《胎児期からの３３ヶ月は、育児環境の良否が脳の組織と機能に深い影響を及ぼす重要な時期で

あること 》。

赤の他人に恐怖感無く接近し、上辺だけの愛嬌と親しさを見せる。①

衝動や刺激に対して自制が効かず、過激行動児と診断されやすい。②

母親や自分に対して権限を持つ人に、慢性のそして間断無い抑圧問題を起こさせる。③

(子どもが親をコントロールするのか、親が子どもをコントロールするのかの闘いになる)

嘘をつくのが当たり前になる。④

自分や物体に対して、放火などの破壊的な行動をとる。⑤

小動物や自分よりも小さい子どもたちに対して、攻撃的で怒りっぽく、傷害を与える。⑥

同じ年代の子どもたちと長期にわたる人間関係を築くことができない。⑦

学習障害児、言語障害児、運動神経障害児などの誤診を受け易い。⑧

間断無くしゃべったり、まつわりついたり、なかなか座ったり寝たりせず、いつも注目を引いた⑨

り、注意されるような行動をとる。

親から示される愛情を受け入れないので、触覚防御児( ) と診断されることが⑩ Tactile Defensive
あるが、自分が欲するときは、平気で人に不穏当なやり方で触ったり、触って欲しいと要求する。

食べ物に難点を示す。例えば、隠して貯めたり、暴食したりする。⑪

自分に近しくない人々には正常な態度で接近するので、三角関係を引き起こし易い。学校の先生⑫

や医者へは、両親に対するのと異なる態度を示すため、両親の方に問題が有ると見られ非難されが

ちで、両親は、それらの人に怒りを感じている。それで、さらに両親は常軌を逸して怒りっぽいと

いう印象を与え易い。

自分の行動に対して責任を持たず、後悔や自責の念が乏しく、良心が欠如している。自分のした⑬

ことに対して他人を責め、責任を転嫁し、ひどいときには、親から虐待されたと訴えたりする。

｛ ｝ＣＡＰＮＡ５周年大会の講演資料から再掲

米国・ＤＳＭ－Ⅳ 「 」から抜粋精神疾患の診断・統計マニュアル

《 》(要約)313.89 幼児期または小児期早期の反応性愛着障害の診断基準

５歳未満で始まり、対人関係が著しく障害され、十分に発達していない状況のなかで；Ａ

過度に抑制され、非常に警戒し、または非常に両価的( )で矛盾した反応～子どもが世① Ambivalenz

話人へ接近欲と抵抗感を混合して示したり、固く緊張した警戒心で近づくなど～適切な形で反応で

きないことが持続している。

知らない人へ過度に馴れ馴れしく近づくなど、適切に選択的な愛着を示す能力が著しく欠如し拡②

散した愛着で、対象人物選びにおける無分別な社交性が明らかになる。

Ａの障害は、精神遅滞などで説明できず、広汎性発達障害の基準も満たさない。Ｂ

以下に示される病的な養育の存在；Ｃ

安楽、刺激および愛着に対する子どもの基本的な情緒的欲求の持続的無視①

子どもの基本的な身体的欲求の無視②

養父母が頻繁に替わるなど、第一次世話人が繰り返し替わることによる、安定した愛着形成の阻③

害

基準Ｃの病的な養育に続いて基準Ａの障害が始まり、ＣがＡの原因とみなされる。Ｄ

(訳者：高橋三郎ほか （株）医学書院 第１版発行)、 1996.5.15.
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資料２－１

テーマ：愛着障害 ２００２年１１月～２００３年１１月の虐待関係記事から抜粋《 》

(注：実名を記号文字に変換し、アンダーラインとコメントは資料作成者が記入)

参照、 として掲げている、①子どもの基本的な情緒的欲求の持続的無DSM－Ⅳ 診断基準の病的な養育例

視、②子どもの基本的な身体的欲求の無視、③(乳児院のような)第一次世話人が繰り返し替わることに

、 。よる安定した愛着形成の阻害 の総てに該当していたであろうと推定される事件記事を以下に示します

第１号ケース

［毎日新聞：平成１４年１１月２７日］ ○２歳１カ月の長女虐待死で29歳

宮城県警気仙沼署は２６日、２歳１カ月の長女に暴力を振るって死亡させた傷害致死容疑で、気仙沼

市、Ａ子容疑者( )を逮捕、送検したと発表した。長女の体にはあざがあり、虐待していたとみて調べ29
ている。

調べでは、Ａ子容疑者は２１日朝、長女Ｂ子ちゃんの顔を殴るけるして、頭がい内出血で死亡させた

疑い。容疑を認めている。ぐったりしたＢ子ちゃんを市内の病院に運んだが、転送先の病院で死亡が確

認された。体のあざなどから不審に思った病院が警察に通報した。気仙沼署によると、Ａ子容疑者は夫

( )、長男( )、 Ｂ子ちゃんの４人家族。長男の入院などの世話で、生後間もなくからＢ子ちゃんの世29 5

話は夫の両親に任せていた。Ｂ子ちゃんがなつかないことを気にしていたという。

県古川地域子どもセンター(古川市)によると、１月２９日、気仙沼市市民保健センターを通じて両親

から育児相談を受けた。以前から相談に乗っていた保健師と連携を取るよう指導したが、その後、相談

はなかったという。

【 ：Ｂ子ちゃんの新生児期からの分離による愛着形成の不全と母親への反発に対する周囲からコメント

の厳しい忠告「お母さんがもっとＢ子を可愛がりなさい」が母親を追いつめ、疲労困憊と思考力の低下

を招いたことが想定される 】。

第２号ケース

［朝日コム：２００３年３月７日］ ○「甘えられてうざったく」 ３歳児衰弱死で母親供述

東京都町田市のＳ子ちゃん( ) が２月末、食事を十分に与えられず衰弱死した事件で、母親のＴ子容3
疑者( ) ＝保護責任者遺棄致死容疑で逮捕＝が、警視庁の調べに対し 「Ｓ子がしつこく甘えてくるの31 、

がうざったくなり、食事を与えなくなった」と供述していることがわかった。父親のＵ容疑者( )＝同34
＝も「妻が育てているから大丈夫だと思った」と供述しているという。

町田署の調べでは、Ｔ子容疑者は、４人目の子どもとなるＳ子ちゃんを産んで間もなく、乳児の養育

施設に預け、約１年半後に引き取った。

同居後、Ｓ子ちゃんは常にＴ子容疑者のそばにまとわりつくようになった。愛情を求めるＳ子ちゃん

をＴ子容疑者は煩わしく思うようになり、昨年８月、いたずらの罰として食事を与えなかったのをきっ

かけに、押し入れに長時間閉じ込めるなど虐待はエスカレートしていったという。

Ｓ子ちゃんはその後も十分な食事を与えられず、やせて衰弱していったという。Ｔ子容疑者は「死ぬ

かも知れないとは思ったが、いなくなればいいのにと思った」とも供述しているという。

【 ：施設退所時に、はげしい親試しや赤ちゃん返りを予測した母親への助言が欠落していたのコメント

ではないか 】。

：子ども虐待データブック『 』発行：1998.10. キャプナ出版参照 見えなかった死

第３章“ ”は、過酷な里親試しを乗り越えて正常な発達を取り戻した里「育てなおし」のために

母の記録。2002.4.20.「 」をＣＢＣ・ＴＶが放映。傷つく子ども心を癒す
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資料２－２

第３号ケース

読売新聞：２００３年１１月２１日 ○２歳女児やけど放置死、母親が７０度の熱湯シャワー［ ］

岡山県玉野市で熱湯を浴びた２歳女児を８日間放置して死亡させたとされる殺人事件で、母親の無職

Ａ子容疑者( )がせっかんのため風呂場で四女Ｂ子ちゃんに熱湯をかけていたことが２１日、県警の調40
べでわかった。

Ａ子容疑者は当初、Ｂ子ちゃんが自分で熱湯を浴びたと供述していた。Ｂ子ちゃんは今年４月に児童

福祉施設から帰って以来、頻繁に押し入れに閉じこめられ、十分な食事も与えられず、体重は約４キロ

も減っていた。岡山地検は同日、Ａ子容疑者と夫のＣ男容疑者( )を殺人罪で起訴した。39
調べによると、Ａ子容疑者は１０月２６日午前零時ごろ、Ｂ子ちゃんを風呂に入れる際、ぐずったた

、 。 、め 上半身裸のＢ子ちゃんの背中にシャワーを近づけて約７０度の熱湯をかけた 市販の薬をつけたが

Ｂ子ちゃんは５日目からぐったりし、８日目にやけどによる敗血症で死亡した。

Ａ子容疑者は「死ぬかも知れないと思ったが、食事をあまり与えていないし、熱湯をかけたことがば

れるので、病院には連れていけないと思った」と供述しているという。

Ｂ子ちゃんは生後間もなく岡山市内の児童福祉施設に預けられ、４月末にＡ子容疑者の希望で引き取

られた。しかし、なつかなかったため、Ａ子容疑者はミルクだけを飲ませたり、１日２食しか食事を与

えなかったりして、施設で約１１キロだったＢ子ちゃんの体重は約７キロまで減少。泣いたり言うこと

を聞かなかったりした時には長時間、押し入れに閉じこめられていた。

一方、県児童相談所からＢ子ちゃん宅を訪問するよう要請されていた玉野市総合保健福祉センターに

よると、センター職員が７月に２回訪問したが、Ｂ子ちゃんとは会わず、玄関先でＡ子容疑者と話をし

たただけで帰っていた。同センターは「会っていれば防げていたかもしれない。真剣に受け止めたい」

と話している。

【 ：上記の２号ケースのコメント参照。 ： 施設から愛着障害児を里子として里親にコメント 点検事項 ①

委託する児童相談所の担当者と同じく、子どもを施設から引き取る場合の保護者に必要な援助として、

親試しや赤ちゃん返りの現象と対応方法を十分説明しておかなければならないが実施していたか否か。

そのような援助能力は、最低でも１０年以上の経験年数と１００ケース以上の臨床実務が必要と考②

えられるが、該当する専門職員の配置がされていたか否か。 当然、児童相談所長およびスーパーバ③

イザーには、それ以上の経験が求められるが配置状況は適正か否か。 児童相談所の職員配置数は、④

先進国の中で最低のレベルと推定される実情ならびに児童福祉司が担当地区に居住せず遠隔地から通勤

している状況での２４時間カバー体制として、児童に対する施設入所措置(いわゆる３号措置)の決定と

ともに、児童委員による保護者への在宅指導措置(いわゆる２号措置)を併せて決定していたかどうか。

さらに、家庭引き取り後の相当期間、２号措置を継続したケース数はどのくらいあるか 】。

：養子と里親を考える会「 ・第４３号」 頁～ 頁 ・発行参照 新しい家族 22 23 2003.10.31

過去の失敗ケース例：

［ ］要旨中日新聞：平成１３年３月３日

○２歳娘の遺体放置 クーラーボックスに半年余 １１人の子の母逮捕

愛知県警小牧署は２日、前年夏に六女(当時２歳)が死亡し、遺体をベランダのクーラーボックスにの

中に放置したと自首してきた主婦Ａ子容疑者( )を死体遺棄容疑で逮捕。平成１０年６月、母親が家出37

をしたため、六女は父親の了解を得て乳児院へ預けられ、翌年１２月に自宅へ戻ったが、よく泣くこと

からきょうだいから疎まれ 「うるさい 「ご飯が遅い」などと日常的にいじめや殴打などの暴力に遭う、 」

。 、 。ようになったという 乳児院に入所してからの１年半 父親と母親が施設に来たことは一度もなかった

【 ：施設から退所した幼女が半年余も遺体のまま放置されていたということは、その間、児童コメント

相談所などによる六女との接触が無かったことを意味する。当事者の一人として今も胸の痛む失敗ケー

スである。注・民生児童委員期間＝平7.12.1.～10.11.30.緊急会議の開催日＝平10.5.1.】

｛2003.12. 資料作成者 社会福祉士・矢満田 篤二｝
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資料３

児童福祉の理念と現状

被虐待児の救助と回復 パーマネンシー・プランニング(恒久的家庭託置)の重要性

※ 特定の依存対象を喪失し、愛情を遮断された子どもは、虐待(不適切な養育)をされている状態

早急に改善すべき社会的養護問題：職員が交代勤務する乳児院は、慢性的な愛着障害を形成する環境

（ 第 回国連総会・全会 致で採択）子どもの権利に関する条約 1989.11.20． 44 一

〔前文(抄) 「児童が、その人格の完全なかつ調和のとれた発達のため、家庭環境の下で〕

幸福、愛情及び理解のある雰囲気の中で成長すべきであることを認め 」、

〔３条〕児童の最善の利益が主として考慮されるものとする

〔６条〕児童の生存及び発達を可能な最大限の範囲において確保する

参考１ 「家庭で育つ子どもの権利」The Child's Right to Grow Up in a Family

養子と里親を考える会・発行

①1996年7月 ＩＣＳＷ 第27回国際会議特別分科会 承認

「国内・国際養子縁組および里親家庭養育に関する実務のガイドライン」(邦訳文)

②1986年12月3日 国際連合総会 第41会期採択

「国内及び国際養子縁組ならびに里親委託に特に関係のある子の保護と福祉についての社会的

及び法律的諸原則に関する国連宣言 」(邦訳文)(抄)

AdoptionＣ 養子縁組

第13条 養子縁組の第１の目的は、実親によって監護されることができない子に、恒久的な

家庭を提供することにある。

：日本の児童福祉法に相当する は、§参考２ アメリカの連邦法

『 』(Adoption and Safe Families Act)児童の養子縁組と家族安全法

現状：平成12年度 児童保護措置費 施設等種別毎措置費（１人月平均額）支弁額

措 置 費
施 設 等 種 別

事 務 費 事 業 費 計

乳 児 院 円 円 円456,500 57,500 514,000
児童養護施設 円 円 円175,800 59,400 235,200
里 親 円 円 円27,700 52,700 80,400

平成12年度・愛知県健康福祉部事務概要 から抜粋『 』118頁

措置費の削減のためにと安上がり目的で里親を利用する危険性があること留意点：


