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被虐待児に対する重層的な支援体制の構築とその有効性の検証  

～被虐待児支援係と協働した活動を通じた報告～ 

 

しいのき・すぎのき寮 処遇困難事例検討グループ 

    （しいのき寮)吉川 由紀子 木下    拓也 中東 美保 吉田 祥司 

（すぎのき寮)前田 米蔵 中川 真奈美 栄原 由宗 

 

 

1 はじめに（問題と目的） 

近年、児童虐待をはじめ子どもをめぐる社会問題は深刻化している。福祉型障

害児入所施設しいのき寮およびすぎのき寮Ｃ棟でも、虐待を主訴に入所した児童

(被虐待児)の割合が高くなっている(表 1)。これらの入所児童は、入所前の被虐

待環境下で身に着けた不適切な社会生活の営み方や人間関係の捉え方を見せて

おり、これらの児童の適切な理解や支援には、高い専門性に基づいた支援、他機

関と協働した重層的な支援の提供が必要といわれている(資料 増沢 2009)。 

しいのき寮およびすぎのき寮では、2010 年より被虐待児支援係（2015 年まで

は被虐待児支援委員会として活動）を設け、担当者が中心になって被虐待児の特

性理解や支援技法を学び、専門性の向上と特性に応じた支援の提供に取り組んで

いるが、異動による職員の入れ替わりに加え、「研修で学んだことを実践に結び

つけること」、「支援に行き詰った際に相談できる相手がいない、もしくは限られ

ている」、等の課題がみられている。 

また、外部機関との連携においても、所管の子ども家庭センターとカンファレ

ンス等を実施することがあるが、担当ケースワーカー(以降 CW.と表記)によって

頻度や程度も異なっている等の課題も見られている。 

そこで、しいのき・すぎのき寮被虐待児支援係と協働し、係主催の勉強会や外

部スーパーバイザー(以降 SV.と表記 )の助言を得ながら被虐待の支援にあたる

といった施設での重層的なサポート体制を構築すること、および、外部 SV.によ

る助言を得ることの効果を検証することを目的とした。 

 

 割合

(％) 

備考 

しいのき A 棟 53％ ・入所時に届く相談受付表を基に虐待の有無を計上  

しいのき C 棟 88％ 

しいのき D 棟 84％ 

すぎのき C 棟 75％ 

(表 1) 各棟に在籍する被虐待児の割合 
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２ 方法  

(1)専門性向上のための取り組み 

被虐待児支援係を寮内被虐待児支援のスキルリーダーに位置づけ、特性理解と

支援技法に関連する外部研修に参加し、専門性を高めことに加え、係が講師を務

める勉強会を実施し学んだことの発信を行った(表 2)。なお、外部研修参加にか

かる費用は寮研修費より支出した。 

また、しいのき、すぎのき寮職員を対象に被虐待児支援の困りごとや学びたい

こと等の設問からなる「被虐待児支援に係るアンケート」を実施し、アンケート

結果に沿ったテーマの勉強会も実施した。 

なお、いずれの勉強会も当日は動画の撮影を行い、勤務の都合で参加できなか

った職員にも内容が伝達できるよう工夫を行った。  

 

外部研修への参加  

 日付 研修内容 参加者 

1 6/29～

7/1 

コモンセンスペアレンティング初級指導者養成講座  前田支援員 

2 11/15 忠恕の精神「相手も自分も大切にする精神を学ぶ」  前田支援員 

3 
12/8 セカンドステップ研修会  第 198 回大阪会場 

中東支援員 

4 前田支援員 

勉強会の実施 

 日付 テーマ 講師 参加者 

1 6/1 「被虐待児の特性について」  吉川支援員 23 名 

2 7/5 「虐待とトラウマについて」  吉田心理担当 26 名 

3 9/4 「愛着について」  中東支援員 22 名 

4 11/2 「セカンドステップについて」  木下支援員 18 名 

5 2/26 「ストレスマネジメントについて」 長谷川氏(＊) 17 名 

・勉強会の時間はいずれも 13：30～14：30 の 1 時間程度で実施  

＊5「ストレスマネジメントについて」研修は外部講師を招へいし実施  

(表 2) 外部研修への参加と実施した勉強会の一覧  

 

(2)外部 SV.を招いた事例検討会の実施と効果の検証 

 係担当者が所属する生活棟で、対応に苦慮している利用者を対象に事例検討方

式の研修を年度内 3 回実施した(表 3)。 

事例検討会には、外部 SV.の講師として岡本正子氏、小杉恵氏を招き、対象児

の生活棟支援員、学校教諭、所管子ども家庭センターの担当 CW．など対象児の関

係者が参加した。 

事例の報告は、係担当者が、対象児の成育歴や生活状況の報告を行い、SV.講

師と共に対象児の見立ての共有や今後の支援の方向性の検討を行った。 

事例検討会後は、SV．からの助言を基に支援を組み立て提供した。  
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また、事例検討会の効果を検証するため、ア 事例検討会前後で対象児の行動

傾向(児童の不適切な問題行動等)件数の増減比較、イ SV.に参加した職員にア

ンケートを実施し、日々の支援に役立てることができるかの調査、ウ  SV.で報告

した担当者を対象にしたアンケートを実施し支援への役立ち度合いや業務上の

負担に関する調査、を行い、事例検討会の効果を検証した。 

 なお、勉強会同様、当日は動画の撮影を行い、勤務の都合で参加できなかった

職員にも内容が伝達できるよう工夫を行った。  

 

 日付 SV.講師 所属 対象児童 

1 10/30 岡本 正子 氏 衛生会病院他 しいのき A 棟 男子児童 A さん(中 3) 

2 12/11 

小杉 恵 氏 
大阪母子医療

センター 

すぎのき C 棟 男子児童 B さん(小 5) 

3 
1/29 

しいのき C 棟 男子児童 C さん(中 1) 

4 しいのき D 等 女子児童 D さん(小 6) 

(表 3)実施した事例検討会の一覧 

 

３ 結果  

(1)専門性向上のための取り組み 

活動期間内の担当者による外部研修参加は、のべ 4 人が 3 つの研修参加とな

った。研修に参加した担当者にはいずれも係会議や棟会議内で伝達研修を行い、

学んだ内容の共有を図った。 

また、係が主催して実施した勉強会は(表 2)の通り実施し、毎回 20 名程度の

参加があった。毎回の勉強会後に実施した内容理解に関するアンケートの結果か

らは、いずれの勉強会も“よくわかった”“わかった”など肯定的な感想の割合

が 100％となった。 

また、2 月には「被虐待児支援に係るアンケート」の結果をもとに職員のスト

レスマネジメントをテーマとし外部の講師を招いた勉強会を実施し、職員のニー

ズに応えることもできた。 

 

 

 

 

 

 

(2) 外部 SV.を招いた事例検討会の実施と効果の検証  

 外部 SV.の講師を岡本正子氏、小杉恵氏に依頼し、(表 3)の通り 10 月、12 月、

1 月の年度内 3 回の事例検討会を実施した。 

係担当者は事例検討会での報告や SV.の助言を基に資料 (別添 1-1～1-4) を

作成し、生活棟支援員と情報共有し対象児支援を行った。  
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＜事例検討会の効果の検証について＞ 

 

ア 事例検討会前後で対象児の行動傾向 (児童の不適切な問題行動等)件数の増

減比較は、(表 4)の通り 4 名人中 3 人の行動傾向件数の大幅な減少が見られた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（表 4）SV.対象児の行動傾向件数の比較 

 

 

イ SV.に参加した職員(36 人)を対象としたアンケート調査からは、（表 5-1～

5-3）の通り、9 割を超える参加者が“対象児の理解に役立った”“対象児の支援

に役立てることができる”と回答していた。  

 

1.今回の事例検討会に参加した感想はいかがでしたか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

（表 5-1）参加した感想の回答  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SV前 SV後

2 0.4

7.6 1.6

3.1 0

1 2
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2. 今回の事例検討会への参加は、あなたが関わっている利用者の理解につな

がりましたか？ 

 

（表 5-2）理解へのつながりに対する回答 

 

3. 今回の事例検討会への参加は、あなたが関わっている利用者の支援に役立

てることはできそうですか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

(表 5-3)支援への役立ちに対する回答 

 

 

ウ SV.で報告した担当者(5 人)を対象にしたアンケート調査からは、（表 6-1.

～6.3）の通り、報告者全員が“SV.を利用したこと”や“今後の活用”に肯定的

な回答をしていた。また、負担の程度は担当者ごとに差が見受けられた。  

 

1.外部 SV.を利用した感想はいかがでしたか？ 

 

(表 6-1 外部 SV．を利用した感想の回答) 
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2. 外部 SV．を利用した支援を活用されたことによる (事務的・精神的)負担は

ありましたか？ 

 

(表 6-2 負担の程度に対する回答) 

 

3. 外部ＳＶ．を利用した支援の今後の活用について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(表 6-3 今後の活用についての回答) 

 

 

４ 考察と提言  

(1)専門性向上のための取組より 

 係担当者を各棟の被虐待児支援のスキルリーダーと位置づけたことで外部研

修参加や発信などを計画的に行うことができた。今後も係担当者を支援の中心に

据えるという枠組みの中で支援に取り組んでいきたい。  

 

(2) 外部 SV.を招いた事例検討会の実施と効果の検証 より 

外部 SV.を招いた事例検討会の効果の検証ア～ウにおいて、項目ア、 SV.の対

象となった子どもの行動傾向の件数比較では、対象になった 4 人のうち 3 人の

行動に改善が見られたこと、また、増加した 1 人についても 1 年間通してみると

減少傾向が見られていることから、外部 SV.の導入が利用者の安全・安心な生活

に寄与できたと考えられる。 

また、項目イ、SV.に参加した職員の感想、項目ウ、SV.の報告を行った職員の
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感想からは、参加や報告を行ったことで子どもの理解や支援に役立ったという回

答が多かったことより、外部 SV.の導入が職員の利用者の理解や支援にも効果が

あったと考えられる、以上の事柄から外部 SV.の導入は、福祉型障がい児入所施

設における重層的な利用者支援体制の構築に効果があると考えられた。 

 

５ まとめ 

今回のしいのき・すぎのき寮における重層的なサポート体制について、被虐待

児支援係の担当者を棟内のスキルリーダーと位置づけること、外部 SV.の導入を

することで重層的な利用者支援体制(表 7.)につながることが検証できた。 

今後は、同じような支援課題のある入所児童に対応できるような構成や、支援

の経過を定期的に報告できるよう実施回数を検討していきたい。 

また、SV.を受けるに当たり利用者の見立てや理解など職員自身のスキルアッ

プのための取組みも継続して取り組んでいきたい。 

 

 

(表 7 しいのき、すぎのきにおける重層的な利用者支援体制) 

 

６ おわりに 

しいのき寮・すぎのき寮に入所している子どもたちの多くは、虐待という過酷

な経験を経て施設入所に至っています。職員は、子どもたちが安全・安心した生

活を送っていけるよう、どのようなことができるのだろうかと日々悩み自問して

います。今回、このような貴重な機会を頂けたことで、今まで思っていたけれど

できなかった取り組みにチャレンジすることができました。  

今後も子どもたちの最善の利益の追求をめざし支援に取り組んでいきたいと

思います。このような機会をいただきありがとうございました。  


