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概要
乳幼児精神保健における乳幼児と養育者の関係性の重要性と、関係性が障害された場合の治
療法を、臨床事例を基に検討。またアタッ

第1章 「語りから聞かれること−心的外傷の語り得なさをめぐって−」. 山田 瑞紀. YAMADA
Mizuki. 序論. なぜ、人は語りを必要とするのか。 本稿は、人々が、とりわけ生きにくさを抱えた（抱
えさせられた）当. 事者が、なぜにこれほどまで語ることを重要視するのか、より正確には、. 重要視し
なくてはならないのかということから始めていく。それに答え.
一刻も早く被災者の皆々さまが安穏な生活を送られますようお祈り申しあ. げます。 わたしたち .. ア

タッチメントに基づく. 親子関係支援」. 時：２０１１年５月２１日（土）１３ ： ３０ ∼１５ ： ００. 所：甲
南大学１８号館３階講演室. 師：北川 恵（甲南大学／臨床心理士）. 日. プロジェクト２ . けるた
めに、必要な養育者の関わりについてお話し下さいました。質.
ていえば・・・精神分析的療法における支持的技法を主とすることになるが、個人精神療法にくらべ
てその . 本論文では、親面接の特異性に考慮しながら、その要諦について論述する。ここでは幼
児・児童・青. 年のカウンセリングに並行した親面接を想定する。子どもの抱える問題や . また、一
方では今までの自分の養育上のあやまちとして子ども.
セラプレイは、1967 年に米国で生まれた心理療法・教育方法で、遊びを介した親子関係療法で
す。 . セラプレイでは、親子の関係性に焦点を置き、遊びを介して実際 .. 主に家族を対象に子ども
が安全な関係性を養育者. との間に築く事が出来るようにその準備をすると. ころから助けることに焦
点を当てています。関係性. やアタッチメントに関する.
4．マーラー. （Mahler，M.S.：小児科医，児童精神科医）. 3歳までの乳幼児と母親との関係の発
達を明らか. にした． 〈分離−個体化のプロセス： separation-individuation process〉. 正常な自閉
期：normal autistic phase. （生後1ヶ月まで）. 自己以外のものは認識されていない時期. 正常な
共生期：normal symbiotic phase（生後 2∼6ヶ. 月まで）.
社会福祉士、精神保健福祉士、保育士、管理栄養士、養護教諭、理学療法士、作業療法士
など、資格を活かした専門職をめざせます。 教員紹介 久保 . 発達障害を抱える子どもの心の発
達を、重要な他者（主に養育者）との関係性という視点から捉え、よりよい関係性の発達をどう援
助するか、ということを臨床と研究の課題にしています。 担当科目.
心理療法でみられる主題としては、①虐待、②アタッチメント、③身体性を . 生活場面における支
援員との関係性を理解する時に役立つこと、身体障害との関連か . − −. 3. 倉西・神戸：福祉型
障害児入所施設における心理臨床. 施設は、一つの建物に20人以上の児童が住む大舎制と呼
ばれる形態であり、これは児童養護施. 設の大多数を占める.
④相談受入姿勢があり−虐待認識も高いタイプＤ. 虐待の自覚や問題解決に向けての動機や相
談意欲があり、虐待者自らが支援を求めて. くるため、支援者と協力的な関係性を築きやすいタイ
プです。対応としては、虐待行為. を直面化させ、それをテーマとして相談で扱えるため、個別カウン
セリングにより、虐. 待者自身が抱えている内面の問題に.
乳幼児−養育者の関係性 精神療法とアタッチメント/青木 豊（医学） - 乳幼児精神保健における
乳幼児と養育者の関係性の重要性と、関係性が障害された場合の治療法を、臨床事例を基に
検討。またアタッチメント（愛着）とそ.紙の本の購入はhontoで。
精神分析入門. （ ０７）. 精神分析は、神経症の治療法として登場したが、実践を重ねる中で. 人
間を理解する心理学理論となり、人格を探求する研究方法として発 .. ぐずり、発声・喃語、注視・
注意、指差し. などの具体的行動の変化を通して考え、これらの行動発達と養育者の. 役割や養
育者との関係の発達の文脈で理解する。最後に若者の養育性.
はじめに. 近年，欧米では，チャイルド・マルトリート. メント，日本語で「不適切な養育」という考え.
方が一般化してきた。身体的虐待，性的虐待だ. けではなく，ネグレクト，心理的虐待を包括し. た
呼称であり，大人の子どもに対する不適切な. 関わりを意味したより広い観念である。この考. え方
では，加害の意図の有無は関係なく，子ど. もにとって有害.
域の関係機関等への周知を丁寧に行うとと. もに、区実務者会議における、教育委員会. 区・教
育担当との連携を強化を図る必要が. ある。 ・社会保障審議会児童部会による「こども. 虐待によ
る死亡事例等検証結果等について. 「第10次報告書に示された０日・０か月児. 死亡事例や精神
疾患のある養育者における. 事例についてを参考に本市における.
2010年11月20日 . 両者の関連性が注目されるようになったのは、先天的な発達障害が、養育者
の虐待行為を誘発する .. −4−. の精神療法が有効であると述べ、環境構造を含めた包括的な治
療が必要であると説明している。 虐待と発達障害との関係、特に虐待が発達障害を生むという視
点 .. アタッチメント―子ども虐待・トラウマ・対象喪失・社会.
4 アタッチメント行動システムの崩壊のメカニズム 5 養育者自身のアタッチメントの外傷体験の未解
決と混乱した養育行動 6 D型アタッチメントの発達臨床的パスウェイ 7 . はじめに 1 乳幼児期の「ア

タッチメントの問題」——2つの研究の流れ：型分類と精神疾患・障害 2 反応性アタッチメント障害
とアタッチメント障害 （1）精神疾患としての「.
2017年2月23日 . 高い専門性：. 児童精神科医. 臨床心理士. のチーム. 福島の子どもと親のメン
タルヘルスを守る！！ 心の教育プログラムの内容. • Unit1：自己肯定感を高める、気持ちの切り替
え. 子どもたち . ループ療法（中京大学、辻井正次） ... 何か関係性が見いだせるかなと調査したと
ころ、「車内で避難生活をした人」で「暴言・暴力が増え.
2017年4月6日 . 対人関係論. 中谷 隆. ・・・・・・・・. 89. チーム医療福祉論. 吉川 ひろみ.
・・・・・・・・. 90. 生活環境科学. 吉田 倫子. ・・・・・・・・. 91. 福祉と社会問題（NPOH). 横須賀
俊司 .. 精神障害治療学Ⅱ. 西村 玲子. ・・・・・・・・. 178. 認知障害治療学. 小池 好久.
・・・・・・・・. 179. 老年期障害治療学. 西田 征治. ・・・・・・・・. 180. 地域作業療法学.
バランスのとれた食行動度. − 0.219**. 保健感覚度. − 0.168**. ** Ｐ＜ 0.001. 表２ 保健行動感
覚度と相関する要因（宗像、1989）. N ＝ 2546. 要 因. 保健行動感覚度. 現在の神経症 ... 資
料２ ＳＡＴ自己再養育イメージトレーニングシート（ 宗像恒次）. Ｑ１どのような自分に .. は、童話や
釈迦が重要な役割を演じ、精神療法の素. 養の一つとされて.
当財団（講座）は、「臨床心理士」資格取得者の研修機会として、公益財団法人日本臨床心理
士資格認定協会より「短期研修機会（ワークショップ）」の承認を受けております。 承認期間 . 虐待
を受けた子どもをどのように評価し、いかに支援するか−発達の障害、アタッチメントの問題、トラウマ
の課題を融合して−. 医療法人 . 心理療法とアセスメント.
看護のための. 乳幼児精神保健入門. 廣瀬たい子編. 乳幼児の心と身体の理解と，その家族への
実践的支援の. 方法を具体的に説く。特に，乳幼児精神保健という概念. と理論を用い，看護とそ
の関連領域の専門職が母親およ . 乳幼児－親関係性障害の評価，早期介入による障害の予 .
自閉性スペクトラム症児・者の養育者，教育関係者の方.
68. Ⅱ ．乳幼児精神保健（Infant Mental Health: IMH）について. Fraibergは、乳幼児が安全で安
定した親子関. 係の中で発達と健康を促進できるように「乳幼. 児と親を共に支援の対象とするこ
と」、「早期の. 養育者と子どもの関係性に焦点を当てること」、. 「養育者を治療の過程に参加させ
ること」とい. った支援のスタイルを重視し、実践してきた。
2016年9月30日 . 来感も高くなり，他者との関係性においても安. 定した関係性が築け， .. 相関を
示したとしている。精神的な健康を保つ. ためには自己の受容，並びに他者の受容が必要. である
ことが示唆されたと言える。また，自己. 受容と他者の関連を取り扱った研究として，山 .. 内的作業
モデルとは，乳児と養育者と. の関係の中で内在化され.
2014年10月26日 . この時期の乳児の弁別能力には限界があるため，母親以外の主たる養育者
にも広く注意を向ける行動が. 生じ，その行動 .. 関係性のIWMはまた，注意や記憶の方向性や組
織化のルール自己や愛着対象，自己と愛着対象の関係性に. ついての知識の形成に個人 .. 乳
幼児―養育者の関係性 精神療法とアタッチメント 福村出版.
１節 施設養育による社会的行動と他者との相互作用（人間関係）への影響. ２節 情緒的愛着
関係の形成への施設養育の影響. ３節 知的能力と言語能力への施設養育の影響. ４節 脳の発
達への施設養育の影響. ７章 施設養育が及ぼす長期的な種々の影響・・・・・・・・・（19頁）. ８章
解決策への道筋 : 現在施設養育されている乳幼児を施設から家.
【キーワード】 親子関係支援，アタッチメント，基礎研究，臨床実践. 1 ．はじめに. 乳幼児の健全
な発達を促進することは，精神保健の重. 要課題である。子ども時代に親 1）と健全な関係性を
育. めることは，子どもの健全な発達の基盤である。不適切. な養育を受けた子どもは，精神疾患
や反社会的な問題. へのリスクが高く，結果的に社会的なコストを.
Abstract： The concept of Doi's amae and that of Bowlby's attachment are quite similar as both
are represen- . としての養育者のイメージとして内在化される。 ... パターンと分離前場面との関係に
ついて 心. 理学研究 58, 98-104. 山岸明子（1997）. 青年期後期から成人期初期の内的. 作業モ
デル：縦断的研究 発達心理学研究. ８，206−217.
2013年3月29日 . 性的虐待が子ども，養育者，支援者に及ぼす影響. David L Corwin（矢郷哲
志・訳） 121. 事例1. 慢性疾患をもつ患児のきょうだいと母親の関係性と育児支援. 永吉美智

枝，Jodi M Groot 128 .. 族に対して，精神科医や他の専門職（看護師，栄養士，言語療法
士，OT，PT）が支援を提供するアリゾナ州で. 唯一のサービスである。
2017年3月23日 . 第５節 禁止令「存在するな」の規定因と衝動性の関係（調査３）・・・・・・・・・
53. 第１項 .. 令を与え，幼児期後期の親の言語や態度が拮抗禁止令（ドライバー）という命令を
与える. とされる。禁止令は 12 種類，拮抗禁止 ... 的ネグレクトに比べて，積極的ネグレクトを呈す
る養育者は，より深刻な精神的，情緒的. 問題を抱えていること.
の心理療法士は，精神分析理論とアタッチメント理論の「内的作業モデル（internal work- ing
model)」を基礎に， . 間違いなく後の関係性にもっとも影響をおよぼす親−子の関係性の包括的な
表象を引き出. す（Hodges and Steele . 臨床場面で用いられてきたが，近年ではこのように虐待や
不適切な養育を受けてきた子ど. もといった，特定の群.

On behalf of professionals working with infants and families in Japan, I wish to welcome you
to the 11th World Congress of the World Association for Infant Mental. Health, to be held in
my home city of. Yokohama in August 1-5, 2008. This is the first world congress of the.
WAIMH ever to be held in Asia. Despite the distance.
2009年1月13日 . 状況等）についての児童記録の抜粋や要約. その他. 子どもにより、外国人登録
証明書、障害者手帳（身休障害者手. 帳、療育手帳、精神保健福祉手帳）. ー192− . 乳児期.
・特定の養育者との関係の中で、愛着関係や基本的信頼感を形成する. 重要な時期. （エリクソン
の発達理論、ボウルビィのアタッチメント（愛着）理論 など）.
また「不適切な養育」とは、子どもの健全な身体的・精神的発達を阻害する可能性のある養育で
あ. り、「子どもの権利条約（ . また通常の患者－医療者関係と異なり、患者の保護者との信頼関
係を失うことで、治療契約が中断. する可能性もあります .. ６：主治医との関係性 ～あくまで主治
医を尊重したシステム構築の重要性. ＣＰＴはあくまで主治医.
2005年10月1日 . 近年，成人の対人関係を規定する要素のひとつとして，愛着（アタッチメント）が
注目されている。 .. 精神保健福祉関係者研修会，高知県健康福祉部，2004.6.30． .. に改善が
みられた。 グラフ 3（不注意の行動）とグラフ 4（多動. 衝動性に関する行動）に学校での教師が見
た. ADHD の行動特徴の変化を示した。養育者が見.
を関係性という視点から検討した文献，コミュニケーションの背景や文脈（context）を含め検討した.
文献は少数 .. 【ASDの子どもの特徴に関する文献】. (64文献〉. <ASDの子どもの反応. とその傾
向＞. (61文献〉. −共同注視、共同注意 ．愛着行動のパターン、. アタッチメント発達過程. ·／~
＼的 .. 庭を訪問し養育者の主体性を尊重して関わることに.
目次 : 第１部 乳幼児‐養育者の関係性と治療法（乳幼児精神保健における関係性について/ 関
係性の評価/ 関係性に対する治療について/ 表象志向的親‐乳幼児精神療法について）/ 第２部
アタッチメントとその障害（アタッチメントの問題とアタッチメント障害/ 反応性愛着障害について/ 乳幼
児期の愛着障害―３症例による診断基準の検討/ 被虐待.
2015年8月20日 . 今大会では基調講演として，家族関係とパーソナリティに関する縦断研究など
第一線でご活躍の菅 .. 〒002-8502 北海道札幌市北区あいの里５条３−１ ... 心理療法士. 平
成 19～25 年. 札幌市中央保健センター. 精神発達相談員（兼業）. （主な社会活動）. 北海道
特別支援教育学会. 事務局長. 北海道児童青年精神保健学会.
本論文では，乳幼児のアタッチメントの安定度を測定するアタッチメント行動チェックリストABCLを作
成し， . Key words：アタッチメント，質問紙，信頼性・妥当性，乳幼児. 1． .. 青木 豊．乳幼児一
養育者の関係性：アタッチメン. トと精神療法．東京：福村出版，2012． Ijendoorn M， Wolff M．

In Search of the Absent Fa− ther−Meta−Analyses of.
前 10 回の講義を踏まえて精神・神経疾患治療薬を神経薬理学的観点から概説す. ると同時に
同疾患治療に ... 下し、かつ関係当事者との間で意見交換ないし討論を行うことができる人材を
育成すること. を目的とする。そのために、 .. 子育てにおける養育者の親としての育ちについて、心理
的発達の変遷を概説し、子育. て家庭への支援のあり方を.
（４）親子をとりまく環境に起因するもの. 貧困、父親・祖父母の協力、次の子の出産、転居. 「育て
にくさ」の要因. 「育てにくさ」の要因. 親の. 要因. 児の. 要因. 親子の関係性. の要因 . 養育者が

精神科につながっている場合には、主治医と. 養育者の生育歴などを情報共有を行うことも重要で
あ. る。情報交換の方法を検討しておく必要はある。 − 7 −.
高知ギルバーグ発達神経精神医学センター)2 . 応行動の促進・強化を図る対応を行うことで、安
定的な母子関係を維持することを目指した。母子 .. アタッチメント理論. の中心は、「恐れ」の調節
にあるとされる。乳幼児が感じる「恐れ（不安や危機感）」を養育者によっ. て調整されることが繰り
返される中で、アタッチメントは発達する。ここでの養育者.
４−３ 学問的姿勢. ４−４ 医師に必要なコアコンピテンシー、倫理性、社会性. ５． 施設群による研
修プログラムと地域医療についての考え方 p 17. ５−１ 年次毎の研修計画. ５−２ 研修施設群と研
修 . 通じ、外来での乳児健康診査と予防接種などの小児保健・社会医学の研修と救急疾患の
対応を担当医として. 研修します。 当大分大学小児科学講座.
2009年10月28日 . 性者への対応は？ 推奨. 1．産後のフォローアップを継続する。（Ⅰ）. 2．妊娠中
の重症の精神障害及びその既往や疑いがある場合は、特定妊. 婦として管理する。（Ⅰ） .. 人関係
療法 (IPT).精神療法 1997 : 23, 25―32 より. 文献. 1) Robinson GE : Pregnancy loss. Best

practice & research clinical obstetrics and gynecology.
楽天市場-「乳幼児―養育者の関係性 精神療法とアタッチメント」4件 人気の商品を価格比較・
ランキング･レビュー・口コミで検討できます。ご購入でポイント取得がお得。セール商品・送料無料
商品も多数。「あす楽」なら翌日お届けも可能です。
2017年2月1日 . 案内が送付されます。資格有効期間は2018年４月１日∼2023年３月31日です。
○合格者は以下の登録手続きをおこないます。 ・登録料（12,000円）の振込. ・日本臨床発達心
理士会年会費（10,000円）の振込. ・登録情報確認書の返送. 申請者（もしくは関係者）からの審
査結果および審査内容に関する問い合わせは、一切応じ.
青木豊 (2012) 乳幼児―養育者の関係性 精神療法と. アタッチメント 福村出版. Belsky, J.,

Bakermans ‐ Kranenburg,M., &. Marinus ,. Van IJzendoorn. (2007). For. Better and For
Worse. Current Directions in. Psychological Science, 16(6）, 300-304. Bowlby, J. (1969/1982).
Attachment and Loss: Vol.1. Attachment. New York: Basic.
1. 子どもの入院治療 2. 強化すべき外来診療体制 E 子どもの薬物療法 1. 薬物療法の原則 2.
発達障害の薬物療法 3. 心身症の薬物療法. Chapter 6 さあ、はじめよう！心の診療の実践 A
乳幼児の精神的問題とその具体的な対処方法 1. 乳幼児の精神的な問題 2. 具体的な対処方
法 3. 乳幼児精神保健活動における連携 B 関係性障害の捉え方.
ートラ ウマ論、アタッチメント理論、神経科学との接点をもっユング派的アプローチー. 司~；~ま山学
院 . る中で、ユング心理学や精神分析療法は、認知 .. の作用を自らの右脳の雛形として取り入
れる。 左脳の言語的理解に先んじて、間近f j調整のあり. 方がある程度決定されるわけである。
養育者か. ら虐待を受けた子どもでは、エ ンドルフィンの.
2014年7月5日 . 人間と言うものは，ほとんどの場合，全く一人で孤立して生きることは出来ない。
人間は生きる為に，身体的に他者を必要とするのである。更に言えば心理的に，そして情緒的に，
一人で生きることは，なおさら難しい。人間は，生理的に食物や水を必要とするのと同じ様に，心理
的にも他者とコンタクトを持つことを必要とする。”.
精神看護学Ⅳ（地域における援助）美王 真紀 ………… 109. 在宅看護論Ⅰ（概論）. 上田 裕子
………… 110. 在宅看護論Ⅱ（訪問看護の展開方法）藤田／寺田 ………… 111. 在宅看護論
Ⅲ（在宅ケアの演習）藤田／寺田 ………… 112. 在宅看護論Ⅳ（地域ネットワーク論）上田 裕
子 ………… 113. 看護と芸術Ⅰ−①（絵画療法）木村 千尋 …
2015年3月31日 . 心理臨床におけるアタッチメント理論の「現実性」の問題. －精神分析との対比
から－. 田附 紘平. 1. はじめに. アタッチメントと心理療法の関連は非常に大きい。養育者を初めと
する重要な他者（アタッ. チメント対象）との関係から対人関係の基盤となるアタッチメントが形成さ
れることを考慮に. 入れると，何らかの形で他者との.
Ⅳ−1. 「体験の風を受け、自立に向かって高く舞い上がれ！」（発達障害）. 1. はじめに. ２. プログラ
ムをとおして行動を枠づけることの大切さ ～高機能自閉症児の発達から～. Ⅳ課題を ... 共同注
視、三項関係. 【図2】. ※2. Ｄ Ｑ：develpmental quotientの略。発達指数。発達のスピードと. 言

い換えても良いです。ＤＱは100が正常です。ですから健常.
38 第1部: 第4章 愛着の安定性の体制化(あるいは非体制化)を規定するうえでの養育者の役割
に関する実証的証拠 42 第1部: 第4章 愛着の体制化における子どもの気質と .. 精神療法での
新しいアプローチの有効性の検討” 257 第5部: 第16章 ヴァン−デン−ブーム(1994)の“愛着と探索に
及ぼす気質とマザーリングの影響：むずがりやすい幼児を.
2017年9月14日 . 乳幼児-養育者の関係性 精神療法とアタッチメント▽>>乳幼児-養育者の関
係性 精神療法とアタッチメントはコチラ▽動画 発達障害関連▽>>地理・歴史関連の一覧を見る
（楽天市場）アスペルガー・ADHD・発達障害改善マニュアル現在の医学では、病気ではなく脳の
機能的な問題とされるアスペルガー症候群。だから.
Amazonで青木 豊の乳幼児‐養育者の関係性 精神療法とアタッチメント。アマゾンならポイント還
元本が多数。青木 豊作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。また乳幼児‐養育者
の関係性 精神療法とアタッチメントもアマゾン配送商品なら通常配送無料。
着けることはもちろんのこと、①人との関係性の構築、②コミュニケーション、③人間関係を通し. て
自己を発見 .. カウンセラーの基礎姿勢に始まり、精神分析とそれ以後の様々な心理療法に焦点
をあて、各章にサイコセラ. ピー練習という .. ンスを取得し、アタッチメント（愛着）の考えをベースとした
心理教育を、養育者および保育. に関わる人々に.
2009年10月3日 . 次に、子どもと思春期・青年期の精神分析的心理療法の臨床訓練について紹
介された。 セラピールームは、5 . ラピストとの転移関係を通じて、世界や自分自身(無意識的空
想)を豊かに表現することがで. きる精神分析的 . 子どもの発達に果たすものとして養育環境が重
視され、養育者との面接、心理療法以外で. の子どもの様子.
2016年3月1日 . 本論では，乳幼児精神保健に焦点をあてた学術誌におけるアタッチメント研究の
動向を概観し，臨床的問題. の内容 . 後半から 2000 年代前半は D 型アタッチメントの発見によ
り，反応性アタッチメント障害へ焦点があたって. いた。2000 年代後半からはアタッチメント理論に基
づく養育者と子どものアタッチメント形成を促進する.
ジョン・ボウルビィの愛着理論は、マターナル・デプリケーションの研究から. 始まり、精神分析学に比
較行動学を取り入れて提唱された。愛着行動とは乳幼児. が母親に接近 . 本小論はジョン・ボウル
ビィ（John Bowlby，１９０７―１９９０）が唱えた愛着理論（attachment the- . 父親のアンソニー（Sir
Anthony Bowlby，１８５５−１９２８）は外科医で准.
センターに一時保護所＊４を１か所（定員 48 名）設置していますが、心理療法や行. 動観察を始
め保護した . 機関等の関係者による症例検討など、医療機関の児童虐待対応力の向上に努め
ます。 ○ 地域における虐待対応力の .. 先するとともに、施設養護（児童養護施設＊３、乳児院
＊４）もできる限り家庭的な養育環. 境の形態（本体施設の小.
手当て｣という言葉に代表されるように，. タッチが心身の安寧 (wellbeing)をもたらす. ことは洋の東
西を通じて古くから知られてお. り，宗教的な行為や癒しの行為として用いら. れてきた．近年，タッチ
は心理臨床の領域で. もその潜在的な有効性が認められるようになっ. てきた． Kepner(1987)は ，
心理臨床におけ. るタッチの様相を文字通り身体に.
幸い、この５年あまりの間に、関係者の努力により、相談室の運営組織、規則、スペース、教育体
制、人員配置等. が特段に整備 . この本を読まれた児. 童精神科医の田中康雄さん（北海道大
学大学院教育学研究院附属子ども発達臨床研究センター）から、日本発達障害 .. 育相談の現
場にいらして、その後、療育相談で理学療法. 4. 開講座の記録.
本日は「子どもは変わる・大人も変わ. る、〜人間発達の可塑性と愛着の役割〜」をテーマに行い
ます。現代の子どもは極めてストレス. の高い状況であることは、皆さん認識していると思います。子
育ての中で、親自身も孤立して、. 乳幼児にストレスをかけたり、逆に親が子どもを猫可愛がりする
ことも起こっています。親のス. トレスから子どもを虐待し.
それゆえに，われわれはいっそうその発見に目を凝らし，切迫感や緊急性をもって取り組まねばならな
い。本書では，まず，こうした乳幼児虐待のアセスメントに必要な，乳幼児−養育者の関係性の評
価や乳幼児虐待に特異的な病理とその表現型等について丁寧に解説し，理解を深める。次い
で，必須となる乳幼児−養育者の関係性そのものに対する.

形成には，保育者の「橋渡し機能」が鍵になることを示し，自閉症スペクトラム障害にある幼児の
理解と対応. について考察した ... 大人の心理療法の視点から，幼稚園で事例報告・ケース会議
をする際に，保育者の主観性を含めた間 .. して，保育園の保育者や他の幼児との関係の質も前
進し，養育者以外の大人との間主観的な関係形成. が，それ.
−1−. 緒 言. 平成25年度厚生労働科学研究費補助金（成育疾患克服等次世代育成基盤研
究事業）. 乳幼児健康診査の実施と評価ならびに多職種連携による母子保健指導のあり方 .
【主な対象者】. ・都道府県ならびに市町村の母子保健主管課関係者. ・乳幼児健診事業にか
かわるすべての従事者（職種や雇用形態を問わず関係者のすべてを含む）.
2008年3月22日 . Fonagyによるreflective functionの使用は２つの領域での展開を示している。１
つは母子関係、ないしは養育者−乳幼児関係、もう１つは境界例（繰り返しになるがこの境界例は
いわゆる境界性人格構造を指す）。前者においては、母親のreflective functionが子どもの側の
reflective functionの発達をもたらすという話。子どもが泣い.
育過程を辿り、また主に養育者等との間でいかな. るアタッチメント関係を経験してきたのかを反映.
すると考えられるアタッチメントスタイルや、現. 時点において、どのような対人関係上の行動特徴. を
有するに至っているのかについて検討を行った. （調査１）。次に、非行少年および非行傾向の高い.
青少年が、他者の表情など、対人関係にかかわる.
NPO 法人「子どもの心理療法支援会」は，発足 12 年目を迎え，京都・大阪を中心に心理療法
支援や研修の .. 本セミナーでは，タビストック方式乳児観察を実際に経験することで，乳児の心の
世界や母子関係の実際に触れる一方，精 . ーク・ディスカッション−心理療法の届かぬ過酷な現場
で生き残る方法とその実践」（編：マーガレット・ラスティ.
アタッチメントと発達の問題を. 「関係」から読み解く. 小. 林. 隆. 児. Understanding the Problems
of Attachment and Development from the Viewpoint of Relationship . アタッチメントは乳幼児と
養育者とのあいだに起こる現象ですから、私たち. 臨床家に「 . ２ 小林隆児「自閉症の発達精神
病理と治療−生涯発達の視点より−」児童青年精神医学.
子どもへの虐待は一過性に終わることはまれで、再発を繰り返して慢性化する傾向が高く、次第.
にその重症度を増していくケースも少なくありません。 また、虐待環境を生き延びた子どもは、身体
的および精神的発達に様々な問題を抱えています。 養育者の暴力の結果、生涯に及ぶ障害を
負う子どももいます。人生の早期に幼い子どもがさらさ.
James（1994）によるアタッチメント−トラウマ療法では，子どもの愛着の問題や心的外傷の治療に
は，. 両者の相互関係を . さらに，いずれの技法においても特徴的なのは，面接に養育者の参加を
求め，養育者との関係性や養育. 者への心理 . ことの重要性を指摘し，ライフストーリーワークなど
の取り組みを通して子どもや家族に関する包括的な.
2017年3月16日 . ②第２回「幼児期から児童期における発達課題と支援」. （日 時）平成29年2
月28 ... グループワークを通したプログ. ラムにより、家族の不安や負担. の軽減や家族の力を高め
る. 内容. 思春期の心理. 思春期に現れやすい精神疾患. 家族の関係性 ... その養育者に向けて
開発された、行動療法の基本概念をベースにした心理療法.
2016年11月16日 . 触れながら，養育の継続・一貫した支援体制の在り方について考察することを
目的とする。 １ 愛着障害の子どもと施設保育士の役割. 児童養護施設など児童福祉施設に入
所してくる被虐待児は，その多くが養育者から受けた虐待によって愛着障. 害を引き起こしている。
杉山によると，幼児期には反応性愛着障害として現れ，次いで.
母親のアタッチメントと養育行動の幼児の適応との関連. 筑波大学 安藤 智子. 白梅学園大学 無
藤. 隆. P1-054. 子育てエピソード前後における負の感情変化. 洗足こども短期大学 楜澤 令子.
P1-055. 障がい説明に対する親のニーズの違いについて. 白百合女子大学 三木 陽子. P1-056.
親−乳幼児メンタルヘルスの縦断的研究. ― 母親の性格特性.
薬物療法と. しては、三環系抗うつ剤や四環系抗うつ剤、SSRI 等の抗うつ剤が効果をあげること
が. しばしばある。 ｂ．幼児期または小児期早期の反応性愛着障害. 幼児期または小児期早期
の反応性愛着障害は、対人的相互作用と関係性の障害であ. り、それが、子どもの身体的・情動
的な基本的欲求の無視、あるいは養育者の度重な. る交代、.

Mother-Child Attachment and Intergenerational Transmission in the problem for Views of . 本
研究の目的は、現在の母親の子育て観に、母親の持っている自己像や内的作業モデルとの関連
性、さらに母親の. 被養育経験などが、母親と子どもとの関係において愛着形成の世代間伝達が
存在するのか、またそこには母親と子ど. もを取り巻く.
2015年10月25日 . 日本精神神経学会. Psychiatria et Neurologia Japonika（精神経誌
Psychiat. Neurol. Jap.） 2015 VOL. 117 Special Issue. 第 109 回 日本精神神経学会学術総会
（2013 年）シンポジウム報告原稿（電子版）. 2015 年 10 月 25 ... S22 うつ病に対する精神療法の
新たな展開 .. て精神医療関係者に周知されてきた。しかし心.
2017年5月30日 . 精神障害やアディクションのある養育者とその子どもの支援に関する研究, 2017 - 2019, 森田 展彰, Japan Society for the Promotion of Science/Grant-in-Aid for . 大谷保和ア
ディクションと家族/pp.129-140, 2016-08; 家庭内の暴力における関係性 心の科学特別企画 犯罪
の心理 関係性の中の犯罪 65－72 2016（7）
2017年12月20日 . 例えば、臨床精神医学 第45巻増刊号「改訂版 精神科・わたしの診療手順」
の反応性アタッチメント障害の項で、岡田氏はこう書いています。「安心して甘えられないことで、 . ま
た、アタッチメントの障害そのものと、養育者との関係の困難によって生じる子どもの行動上の障害と
も区別されていきます。反抗、挑戦、攻撃、嘘、盗み、.
① 薬物療法. 薬によって脳のなかの神経伝達物質のバランスをとりもどす治療. ② 精神療法. 治
療者との面接やグループでの話し合いなどを通じて、病気に対する理解を深. め心の安定をはかる
治療. ③ 作業療法、デイケア、生活技能訓練など（精神科リハビリテーション）. 社会のなかで力を
発揮できるように、対人関係などの技術を身につけたり.
関する専門家の存在や、地域における関係者の連携や支. 援体制の整備 .. 的・器質的な原因
によって引き起こされた発達. に関する障害の総称と定義されます。乳幼児期. あるいは小児期に
発症する中枢神経系の成熟に. 深く関連した機能発達の障害あるいは遅滞で精. 神障害の多く
を .. のような精神症状に対しては薬物療法が有効で. しょう。
2015年4月1日 . という企画は寡聞にしてこれまであまりなかったよ. うに思う。だが、私はかねてから
心理臨床の営みを. 通してはもちろん、一人の市井の民として、このテ. ーマは非常に大切なことだと
考えてきた。心理療法. やカウンセリングの事例や経過は主として、クライ. エントと支援者の二者関
係を中心にして、その関係. を通してクライエントの.
2014年12月31日 . 夫婦や親子の関係に関して見てみると、その変化は唐突なものではなく、1960
年代に各国. で始まった . っているかを知ることで、我が国も親子の面会交流や離婚後の養育費問
題をはじめとして、. 家族の問題に .. 精神に明白な危険をもたらす親は、親権を全面的に取り上げ
られる（民法典 378-1 条 1 項）。 そして、後記の.
葛藤､ そしてアタッチメント (愛着) 形成に. おける問題点と保育を通じた . るように進化してきた一
因でもある｡ 乳幼児. 期の育児が余りに過酷であるがために､ 集団. 生活により未熟な幼児とその
母親を養わなく. ては ｢種｣ として生き残ることができなかっ. たのである｡ それにも . に引きこもり社会
との関係性が断絶されたと. 感じることも多い｡ 我が子を.
私は十数年前からDV被害母子に対する精神医学的な側面からのケアをずっと研究させ . 動療法
です。そもそも発達障害児や. その他、問題行動のある子どもに使. われていたのですが、徐々に被
虐待. 児童とその養育者も治療の対象とな. りました。現在年齢も少し . 前半の、親子の関係を強
化してアタッチメントを高めるという子ども指向相互交流.
係に関する未解決の葛藤的な複合感情が乳児へと. 投影され，その結果，乳児の行動や乳児に
ついて. の歪曲した受止め方や感情が入り込み，情動調律2）. や応答的かかわりが不全となる（Iの
1を参照）。 IPP は，このような親－乳児の関係性の disturbanceに対する心理療法的なアプロー
チで. あり，具体的には臨床心理学の専門教育を受けた.
2017年6月25日 . では,幼児期 ・児童期の日本の子どもたちの感情制御困難の状況を説明しき
れないこと,すべての問題を発達障害の枠組 . D4 仲間や養育者、その他の大人に対する、身体的
または言語的な反応性の暴力 . 達性トラウマ障害概念の導入 は 「多くの診断を重ねて受けるス
ティグマの問 題」が回避され，「二者関係のアタッチメント

この度、産婦人科医、精神科医、小児科医、助産師、保健師、看護師等、周産期メンタルヘル.
スを担当する全ての関係者のための「妊産婦メンタルヘルスケアマニュアル」を発刊するにあたり、. こ
の領域の研究開始から今日に至る . 者であった中野は、2000 年に「妊. 産褥婦および乳幼児のメ
ンタルヘルスシステム作りに関する研究」を開始した。
2017年11月30日 . このテキストを消去して、ここにこのコーナーの説明を入力してください。
れの養育者から、環境から、絶えず自我抑圧を教えられるのであるが、ここに最も大切. なことは、こ
の自我抑圧という ... 不安定なアタッチメント・パターンを有する患者さんへの精神療法は、その人の
心の. 中に反省力となる自己を育てて . 措置されて来られる子どもとその家族とも安定した関係性
を築く必要があります。これ. は、非常に難しいこと.
開発が，愛着と精神病理の関連の検討を可能にし，現在では臨床家による愛着. 理論への .
II−1．AAI の実施要領. AAI は，所要時間が 1 時間程度の半構造化された面接法であり，もと
もと. 低リスクサンプルの養育者を対象とした研究で利用されていたものであるが， .. とらわれ型（E）：
Grice の語りの量，語りの関連性と語りの様式の公準に反す.
乳幼児等医療費助成. （支援概要）. 乳幼児や小学生などの児童が医療保険による診療を受け
た場合、その自己負担額に. ついて助成を受けることができます。 （対象となる .. 性犯罪被害 110
番. 0120-756-310. 少年相談 110 番. 0120-677-110. 暴力団に関する相談 011-222-0200. カウン
セリング. （支援概要）. 犯罪により大きな精神的被害を.
2014年5月2日 . 会性の発達には人と人との関係性が必須であり、養育者の情緒的言葉かけや態
度の有り様. が影響を及ぼして .. 捉えた乳幼児の発達上の問題は、次第に「反応性愛着障害
（reactive attachment disorder）」. として捉え直さ .. により （1）母親だけに育児相談、指導や精神
療法を行うもの、（2）乳幼児のみにプレ. イセラピーや.
理学療法士、言語療法士、心理療法士などのすべての職種との密な連絡、連携を保ち、適. 切
な対応をとらなければ . 師などすべての関係者と密接な連携を保ち、園児の日常の体調観察に留
意することが求め. られている。 ... 乳幼児期の発達は個人差も大きく、境界児の多くは適切な養
育環境のもとで正常発達に復す. ることから、経過観察は.
2014年8月22日 . わが国で子どもの心の診療に実際に携わるすべての臨床家のために、現在提供
できる日本語で書かれた最高のテキストたることを願って編まれた"子どもの心の診療シリーズ"の第5
巻。 第5巻では、子ども虐待の精神科臨床に必要な基礎的な知識と、専門性を磨くうえでの里程
標となるような最新の知見をコンパクトにまとめた。
2015年9月7日 . 白象 @elephantcalli 2015-09-07 15:39:31. 今の愛着研究と臨床の接点は、パー
ソナリティ発達の一貫性の実証的基盤として、それからより愛着概念の中核である不安の制御の枠
組みが取り上げられるようになり、それを親子関係の改善の中心に据える親−子心理療法として、
成人の心理療法の対人的交流面への適用として、.
における児童虐待を始めとした子どもの養育に関する相談（養護相談）が増加する傾向が続いて
います。 このような状況に . 童委員など関係者との連携の強化を図るとともに，社会的養護を要す
る子どもと家庭の相談. 機関である児童 .. 通所させ，又は児童養護施設等を訪問し，生活指
導，心理療法及び感覚統合訓練等を行い，. 心のケアや問題.
発達障害をもつ乳幼児や死亡率の高い乳幼児虐待へのアセスメントと介入，育児不安をもつ養
育者とその乳幼児へのアプローチ，代理養育（保育士，里親）の質など， . 虐待とネグレクト第３部
支援の基礎となるアセスメント 第９章 乳幼児の行動についての質問紙 第10章 発達検査 第11
章 乳幼児−養育者の関係性の評価 第12章 乳幼児期の診断
与していたとか、実質的か関係性を持ち得たか否かといった場合等の詳細な条件を規定し、. 子の
養子縁組に対し関与することができない場合を規定している。 “custody”は、主に婚姻外や離婚
後に、父母間で問題となる子に対する権利義務であり、. 多くは離婚の章に出てくる。そこで、子に
対する養育を父母間でどのように負担するかが. 法的検討.
人は誕生の瞬間から、さまざまな人との出会いや、環境の影響を受けつつ、人格を形成していく。
性差、年齢、母子関係、養育環境や心的外傷等が人格形成にもたらす影響を考察しつつ、子ど
もの人格発達とは何か、発達の決定要因とは何か、子どもの心の問題への治療的介入とはどうい

うものかという問いに迫る。パーソナリティ障害を視野に入れ.
１ 乗馬療法を学ぶ. －海外における乗馬療法の位置づけと. 理学療法士との関わり－. ・・・・・小
島 愛子 ・・・・・ ３３. ２ 障害を持つ子どもと家族を取り巻く環境・サービス. －早期治療と家庭 ...
国では医療・福祉関係者だけではなく、政治家や警察官、生物学者などの人とのつながりがある ..
親、養育者や他の子どもに対して養育の責任を負っている.

