
マルトリートメント（WHO）

WHO Fact Sheet No. 150 （Dec. 2014）より抜粋

肉体的な・精神的な不適切な扱い、性的虐待、
ネグレクト、放置、いろいろな意味での搾取をいう
（≒厚労省の虐待）

健康、生存権、発達に害をなしたり、
人格形成にかかわる人間関係や真実から、
子どもを遠ざけることとなる

子どもと密接に関わる人への暴力もマルトリート
メントとすることもある
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疾病, 障害,

社会不適応

健康を害する
行動による順応

社会的・情緒的・認知の障害

神経発達の混乱

小児期逆境体験ートラウマ

死

受胎

人
生
の
展
望

米疾病予防管理センター

科学的な相違

介入

予防

小児期逆境体験が健康や寿命におよぼすメカニズム



小児期逆境体験から精神疾患に至る仮説

脳の発達

小児期逆境体験
• 受けた数
• タイプ

遺伝学

エピジェネ
ティクス

年齢

統合失調症

PTSD
（心的外傷後ストレス障害）

薬物依存
（嗜癖）

うつ病

認知障害
その他の精神疾患

解離



児童虐待と成人後の精神疾患

(Dube, 2003; Chapman, 2004; Anda, 2006)

• うつ病 ５４% ↓

• アルコール・薬物依存６５% ↓

• 物質乱用 ５０% ↓

• 自殺企図 ６７% ↓

• 静脈注射薬物乱用 ７８% ↓

医療費の削減にもつながる



発達過程の子どもの脳の脆弱性



乳幼児期に脳が育つ

95％

70％

栄養

+

活動

脳が育つ



被虐待
ストレス



扁桃体



ストレスホルモン



子どものころの想い出
(患者ではない一般人 1,455名から抽出）



子育て困難により傷つく脳

友田 (2012)



970名の中からスクリーニングされた

被暴言虐待者 21名と健常者 19名

(Tomoda et al. 2011)



言葉の暴力のスコア
Parental Verbal Aggression Scale 

叱りつけ・囃し立て・侮辱・非難・おとしめ・
恐怖を与える・卑しめる・嘲笑・批判・過小評価



14Tomoda et al. Neuroimage (2011)
聴覚野の容積増加 (+14.1%)

小児期の暴言虐待による脳への影響





小児期の体罰が脳の発達に与える影響

1,455名の中からスクリーニングされた

被厳格体罰者 21名と健常者 17名



子どもに望ましい影響などもたらしません

「親による体罰」の影響

ネガティブな親子関係

精神的な問題（成人後）

精神的な問題（幼児期）

反社会的な行動（成人後）

反社会的な行動（幼児期）

強い攻撃性（幼児期）

←望ましい影響 望ましくない影響→

出典： Gershoff ET, Grogan-kaylor A, J Fam Psychol. 2016

-0.3 0 0.3 0.6

（延べ111件の調査の結果を統合し、約16万人分の子どものデータを分析し直した研究）

体罰は百害あって一利なし！ （厚労省ホームページより）



内側前頭皮質(10野) の容積減少 −19.1 % (Neuroimage, 2009)

強い体罰は子どもの脳へ大きく影響する
被体罰者 n= 23 (21.7±2.2 yrs)

健常者 n= 22 (20.1±1.8 yrs)



疼痛伝導路

子ども時代の厳格体罰による脳への影響

健常対照群 厳格体罰群



読売新聞 5/17(水) 15:06配信

体罰は虐待につながる心配があるだけでなく、子どもの脳の発達に深刻な悪影響を及ぼす

ことが科学的に明らかになってきた。体罰の悪影響を説明する啓発チラシを都道府県に提

供し、親が集まる健診などの場で活用してもらう。

「体罰ゼロ」の育児の推進に厚生労働省が乗り出した。

「愛の鞭」やめて、子どもの脳に悪影響…厚労省

「愛の鞭（むち）ゼロ作戦」と名付けたチラシで、同省研究班が作成した。厳しい体罰や

暴言により、子どもの脳に萎縮（いしゅく）や変形が起こることや、親子関係の悪化や精

神的な問題が起きやすいことなど、国内外の研究結果を掲載。自分を落ち着かせる方法を

見つけたり、周りに相談したりするなど、体罰を行わないための心構えも説いている。

子どもへの体罰は、世界５０か国以上が法律で全面的に禁止している。

日本は体罰の認識が甘く、成人男女の６割以上が容認するとの調査結果もある。

2017年5月17日

愛の鞭（むち）ゼロ作戦



健やか親子２１（第２次）のホームページ



両親間のDVを目撃した子ども達の脳発達

平成16年児童虐待防止法の改正

児童の目の前でＤＶが行われることは

児童虐待に含まれる



ＤＶの種類

・ ＤＶの割合：23.7%

・ 身体的暴力だけではない！

ＤＶ

身体的

・殴る
・蹴る
・噛みつく
・物を投げる
・突き飛ばす
・首をしめる

など

精神的

・言葉の暴力
・大事な物を壊す
・日常的な軽視
・脅迫
・子供を使う暴力

など

性的

・性行為強要
（家庭内レイプ）
・性行為に応じ
ない際の攻撃
・避妊の非協力
・暴力後のSEX

など

支配行動

・社会から孤立させる
・交友関係の遮断
・情報や支援の
アクセスの制約
・日常行動の監視
・経済的圧迫

など

(内閣府, 2016)

（WHO，2013）



被虐待者 n= 23 (19.0±1.1 yrs)

健常者 n= 14 (20.2±1.3 yrs)

視覚野 (18野) の容積減少 −6.1 %
(Tomoda, PLoS One 2012)

子ども時代のDV目撃による脳への影響



身体DV vs. 暴言DV

(PLoS One 2012)



暴言
DV目撃

3.2 %

19.8 %

身体
DV目撃

身体的DVに限定する理解は
被害を見えなくする！

両親から
の暴言

貧困の
影響

親の学歴

身体的な暴力よりも怒声や暴言の方が、
より子どもの脳に深刻な影響を与える

面
前
Ｄ
Ｖ
の
脳
へ
の
影
響



ながら育児（ネグレクト）で
右脳と左脳をつなぐ脳梁の容積が小さくなる

健常者 ネグレクト経験者

Teicher et al. (2006)



厳しい体罰
↓

前頭葉が縮小

親のＤＶを
見聞きする
↓

視覚野が縮小

厳しい体罰
↓

前頭前野が
縮小

暴言
↓

聴覚野が変形

子育て困難により傷つく脳

マルトリートメント（避けるべき子育て）
= 子育て困難 友田明美,  2012



ふつうの記憶 トラウマの記憶



Right Anterior Insula

被虐待者健常対照者

前島部（痛み・不快・恐怖）



トラウマ記憶

死ぬかも
しれない

こわい！

自分は愛されて
いない

ビクビク

トラウマ体験を想起
させる刺激に出会う
と・・・

フラッシュバック



Ecophenotype

「生態的表現型」という疾患概念

Teicher et al.

Am J Psychiatry 2013



生態的表現型 (Ecophenotype)

うつ病

うつ病
MAL

被虐待歴 (−） 被虐待歴 (+）

うつ病



両者の違い

臨床症状 多重診断数が多い

(気分障害, 精神病的症状, 

自殺企図, 精神運動発達遅滞, etc）

初期治療への反応が鈍い

経過 発症年齢が低い

経過が悪い

（長期化・重篤化）

うつ病
うつ病
MAL



愛着
Attachment



愛着
Attachment



38

愛着
Attachment



不適切な養育が引き起こす

愛着障害



家庭での養育者の様子



分 離



再 会



• ５歳以前の養育者との異常な関係
• 衝動や怒りのコントロールの障害をきたす
• 多動性行動障害の症状を呈する

アタッチメント（愛着）障害

(米国精神医学会, 2013)



内向きタイプ（愛着障害の症状）

他人に対して無関心 イライラしやすい用心深い

多動 友達とのトラブルが多い 人見知りがない

外向きタイプ（愛着障害の症状）



愛着障害の有病率

社会的養護を受ける子どもの19.4– 40.0%

(Lehmann 2013; Minnis 2013; Zeanah 2004)

一般の子どもの1.4– 2.4% (DSM-IV) 

(Minnis 2013; Pritchett 2013)



不適切な養育を受けると

報酬感受性が低下し乱用開始が早くなる
(Andersen, Neurosci Biobehav Rev, 2009）

非合法薬物の乱用開始年齢 (歳）

中枢刺激薬

吸入薬

幻覚剤

コカイン

ヘロイン

麻薬

(National Survey on Drug Use and Health)



ご褒美を感じるときに
ドーパミンを放出する報酬系回路

イラスト：森のくじら
季刊Be!［ビィ］120号の特集より



Takiguchi et al.  Br J Psych Open  (2015)

Shimada et al.  NeuroImage-Clin  (2015)

Mizushima et al.  Front Psych  (2015)

Mizuno et al.  Asian J Psych  (2015)

Fukui-MRI & Hormone study:
Maltreated children



健常児 愛着障害児

Takiguchi & Tomoda et al., BJPsych Open (2015)

「ご褒美であるお金」をあげたときの脳活動





被虐待ストレスの感受性期

(Takiguchi & Tomoda, BrJP Open 2015)



Takiguchi & Tomoda, BrJP Open 2015

脳活動
低下

虐待を受けた年齢（歳）

p＜0.001

1歳ごろに虐待を受けると
ご褒美への脳活動がもっとも低下

121050正常



(Shimada et al. NIMG-CL, 2015)

2015年10月2日 教育新聞



癒やされない傷は治らない傷？



トラウマ
（逆境体験）

ヒトの発達：
資質と環境の相互作用（遺伝と学習経験が相互に影響）

発達特性 アタッチメント

レジリエンス

（児童精神医学とその近接領域, vol.56, No.1,p69-71「発達障害を有する少年の処遇ー少年刑務所の立場からー」を改変）



癒やされない傷は治る傷である！

de Lange et al. Brain (2008)



・薬物療法は、幼少期虐待によりPTSDを発症

した人の海馬のボリュームを上げることが可能

（Bremner et al. 2006）

・CBTを受けた人は、扁桃体の過活動 ↓

前帯状皮質背側部 ↑

背外側前頭前皮質 ↑、海馬の活動 ↑

(Thomaes et al. 2015)



Fujisawa & Tomoda, PLoS One 2015

上頭頂小葉
（ワーキングメモリー）

心的外傷後成長スコア

右吻側前頭前野
（実行機能）

心的外傷後成長スコア

逆境体験からの心的外傷後成長の神経基盤
（安静時 fMRIによる実行機能ネットワーク）



Front Psychiatry 6:173;1-9, 2015

被虐待児 (N=64) ホルモン研究



被虐待児のその後の環境の違い（安定 vs 不安定）と
ホルモン分泌

未保護（不安定）群は
起床時のストレスホルモン↑↑

***
***

施設入所（安定）群は
就寝時のオキシトシン
↑↑

*** p < .001

安定した環境が子のメンタルヘルスに重要である
Biologicalなエビデンス

抑うつ(+) 抑うつ(−)

Mizushima et al, Front Psychiatry 2015



被虐待児へのケア

•安心して生活できる場の確保
•愛着の形成とその援助
•子どもの生活・学習支援
•フラッシュバックへの対応とコントロール
•解離に対する心理的治療

file://///localhost/Users/tomoda1/Desktop/MRI%E6%A4%9C%E6%9F%BB%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%E3%82%89%E3%82%8C%E3%82%8B%E6%82%A3%E8%80%85%E6%A7%98%E3%81%B8%E6%A4%9C%E6%9F%BB%E5%BD%93%E6%97%A5%E3%81%AE%E3%81%8A%E9%A1%98%E3%81%84.doc


さまざまな心理治療

個人対象

プレイセラピー

箱庭

カウンセリング

応用行動分析

認知行動療法

Somatic Experience

EMDR

Brain Spotting

親子対象
CARE

（Child–Adult Relationship 
Enhancement)

CPIT
(Child Parent Interaction Therapy)

PCIT
（Parent Child Interaction Therapy)

AFCBT
(Alternatives for Families: 

Cognitive Behavioral 
Therapy)



トラウマの治療

• 認知行動療法（CBT)

箱庭認知物語療法は思春期頃まで有効

（被験者の内面を言語化する）

• 眼球運動による脱感作と再処理治療 (EMDR)

• 抗うつ薬・抗精神病薬・抗多動薬

できるだけ少量から開始する



虐待介入に際して必要なこと
発達的視点

子どもに対してのみのアプローチでは

子どもの成長に必要なものが不足した状態

虐待という関係性によって生じた病理は

「支えるという意思を持った大人」との

関わりを通して再構成される
そのため、子ども＋養育者または親
の存在が絶対的に必要になる



従来の愛着障害治療

• トラウマ曝露療法 (PE, EMDR)

年齢が小さい子どもは言語化するのが困難

完治に長期間を要する

• 認知行動療法（CBT)

箱庭認知物語療法はある程度有効

（被験者の内面を言語化する）



トラウマ焦点化認知行動療法 (TF-CBT) 



Mindfulness-Based Stress Reduction

Diane Yan, Ph.D. and Sarah Lazar, Ph.D.



頭ごなしに怒らない

トラブル時は

静かな部屋に
移す

学校の教師心理士

施設の職員

少
女

アタッチメントの再形成は可能

情報の循環を生み出す



0-3歳 4-5歳
乳児期

学校教育 学校教育後

就学前のプログラム

学校教育

就労支援

乳幼児期を対象とするプログラム

Doyle & Heckman, Big Ideas for Children: Investing in Our Nation’s Future (2009)

早ければ早いほど、投資の見返りが大きい！

社
会
的
投
資
の
費
用
対
効
果



その家族の脇にいて共に（伴に）寄り添う

祖父母

両親の兄弟

幼稚園・保育園

ご近所・社会

仕事・仲間

友人

共同子育て（とも育て）が必要



養育困難感が強いと社会脳の働きが低下

社会脳 社会的認知

表情

ToM

共感

養育レジリエンスの

バイオマーカの探索

福井大学の研究取り組み
（特願2017-39071）

右-下前頭回
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