
 

  



 

第６回近畿精神保健研究会 会長あいさつ 

 

この度、第6回近畿周産期精神保健研究会を2022年2月26日、27日にオンラインで

開催させていただくことになりました。 

近畿周産期精神保健研究会は、「周産期新生児医療に関わる多職種が、周産期医療にお

ける精神保健の重要性を理解し、連携・協働を図りつつ、赤ちゃんと家族が生まれ育っ

ていく過程を支える支援の在り方を研究・実践すること」を目的としています。 

医師、看護師、助産師、臨床心理士、遺伝カウンセラー、ソーシャルワーカー、保健師、

セラピスト、保育士といった周産期医療に関わるすべての職種が毎回200名以上参加し

て盛り上がりを見せています。 

今回のテーマは、コロナの影響で開催することが叶わなかった前回第５回のテーマを引き継ぐ形で、「改めて多職

種で考えよう 母と子と家族の心に届く支援」といたしました。初日は人工妊娠中絶に関するグリーフケアについ

て、多職種でワールドカフェを行う予定にしています。2日目は、大阪大学大学院連合小児発達学研究科の谷池雅

子教授に「早産児の発達障害と療育へのアプローチ」、認定NPO 法人「こどもの里」の荘保共子理事長に「地域

の中で、子どもたちと家族を支える」のご講演をお願いしています。 

一般演題とシンポジウム「母と子と家族を支える専門職の役割～育てにくさ・関わりにくさに向き合う～」も予定

しています。 

多くの周産期医療に携わる皆さまのご参加をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

第6回近畿周産期精神保健研究会 会長 遠藤 誠之 

    （大阪大学 大学院医学系研究科 保健学専攻 教授） 

  



 

プログラム 

2022 年2 月26 日（土）午前 

（９：３０～開場） 

10：00～12：00 

 

プレコングレス 「周産期のこころのケア ～赤ちゃんとの出会いと別れ～」 

企画：近畿周産期精神保健研究会 周産期こころのケア研修班 

後援：日本周産期精神保健研究会、周産期心理士ネットワーク 

基調講演「周産期のこころのケア」 

 講師：岡田 由美子（加古川中央市民病院・臨床心理士） 

座談会    橋本 洋子・管生 聖子・岡田 由美子 

       司会：白神 美智恵（大阪大学医学部附属病院・臨床心理士） 

総合司会：川野由子（地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪母子医療センター・臨床心理士） 
 
2022 年2 月26 日（土）午後 

12：40～ 受付開始 
 
13：00～13：20 会長講演 「出生前診断：その光と影」 

遠藤 誠之（大阪大学大学院医学系研究科・産婦人科医師） 
 
13：20～16：40 ワールドカフェ「人工妊娠中絶に関するグリーフケア」 （定員90 名） 

話題提供：林 伸彦（NPO法人 親子の未来を支える会・産婦人科医師） 

米井 歩（大阪大学医学部附属病院・認定遺伝カウンセラー） 

管生 聖子（大阪大学大学院人間科学研究科・臨床心理士） 

司会：上原 優子（大阪大学医学部附属病院・医療ソーシャルワーカー） 

コメンテーター：堀内 勁（聖マリアンナ医科大学名誉教授・小児科医師） 

橋本 洋子（山王教育研究所・臨床心理士） 

 

2022 年2 月27 日（日）午前 

9：15～ 受付開始 
 
9：30～ 会長挨拶 遠藤 誠之（大阪大学・産婦人科医師） 
 
9：40～10：40 教育講演 「早産児の発達障害と療育へのアプローチ」 

演者：谷池 雅子（大阪大学連合小児発達学研究科・小児科医師） 

座長：隅 清彰 （社会福祉法人石井記念愛染園附属愛染橋病院・小児科医師） 
 
10：45～12：00 一般演題  座長：谷口 英俊（大阪大学医学系研究科・小児科医師） 

村上 聖女（大阪大学医学部附属病院・助産師） 

 

１ NICU（新生児集中治療室）入院中の家族支援 

―病棟保育士、臨床心理士とファミリーセンタードケアの実践についてー 

市川 恭子・岩本 寿美子 

（地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪母子医療センター） 



 

 

２ 遺伝性疾患を持つ児の家族の「受け入れ」のプロセスを援助する 

町田 奈菜莉（地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪母子医療センター） 

 

３ 医療的ケアが必要な子どもの母親へのヒアリング調査から 

－周産期からの保護者同士のつながりの重要性－ 

  藤尾 さおり （NPO 法人そらしど）  

 

４ EPDS で子育て支援の評価を試み 

笠松 堅實・永谷 ひとみ・笠松 範子（笠松産婦人科/小児科） 

 

５ 妊娠後期に成人スティル病（AOSD）を発症した初産婦の精神的な 

揺らぎを支援する多職種ケア 

 野上 美沙子 （地方独立行政法人京都市立病院機構 京都市立病院） 

 

６ 当院の多職種で行う産後こころケア 

  小野 洋子 ・ 増田 望穂 ・ 池田 真規子 ・ 安田 美樹 ・ 安堂 有希子 ・  

佐藤 浩 ・ 田口 奈緒 ・ 廣瀬 雅哉 （兵庫県立尼崎総合医療センター） 
 
2022 年2 月27 日（日）午後 

13：00～14：00 特別講演 「地域の中で、こどもたちと家族を支える」 

演者：荘保 共子 (認定NPO法人こどもの里・理事長) 

座長：遠藤 誠之（大阪大学・産婦人科医師） 
 
14：00～14：10 休憩 
 
14：10～16：00 シンポジウム「母と子と家族を支える専門職の役割-育てにくさ・関わりにくさに向き合う-」 

座長：中本 剛二（大阪大学医学系研究科・医療人類学者） 

指定討論者：長濱 輝代（大阪市立大学大学院・臨床心理士） 

 

シンポジスト：万代ツルエ（浜松市子どものこころの診療所・臨床心理士） 

井石倫弘（社会福祉法人石井記念愛染橋附属愛染橋病院・小児科医師） 

金井講治（大阪大学大学院医学系研究科・精神科医師） 

千葉貴子（社会福祉法人石井記念愛染橋附属愛染橋病院・助産師） 

岩佐和代（大阪市中央こども相談センター） 
 
16：00～16：15 全体講評 窪田 昭男（月山チャイルドケアクリニック・小児科医師） 

仁志田 博司（東京女子医科大学名誉教授・小児科医師） 
 
16：15～16：20 次期会長挨拶 豊 奈々絵（淀川キリスト教病院・小児科医師） 
 
16：20～ 閉会 
  



 

プレコングレス 2月 26日（土）10：00～12：00 

「周産期のこころのケア ～赤ちゃんとの出会いと別れ～」 

 

基調講演「周産期のこころのケア」 

岡田 由美子（加古川中央市民病院・臨床心理士） 

 

座談会 

登壇者：橋本 洋子（山王教育研究所・臨床心理士） 

管生 聖子（大阪大学大学院人間科学研究科・臨床心理士） 

岡田 由美子（加古川中央市民病院・臨床心理士） 

司会：白神 美智恵（大阪大学医学部附属病院・臨床心理士） 

総合司会：川野 由子（地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪母子医療センター・臨床心理士） 
 

周産期は多くの職種がそれぞれの立場で家族と赤ちゃんに関わっています。プレコングレスでは、母親（家

族）がお腹の中の赤ちゃんと出会っていく過程やその中で様々な事情で赤ちゃんとお別れする場面において、心

理士の立場ではどのようなケアを大切にしているのかについて皆様と共有させていただきます。 

はじめに、周産期における心のケアの基本事項について岡田由美子先生にご講演していただきます。その後、

周産期の心理臨床に長年携わってこられた橋本洋子先生と管生聖子先生を交えて、グリーフケアについて対談し

ていただきます。 

講演および座談会（対談）を通して、赤ちゃんとの出会いと別れに際して私たちにできることは何か・・につ

いて皆様と深め、それぞれの立場における心のケアや多職種での連携を再考する一助になれば幸いです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

企画：近畿周産期精神保健研究会 周産期こころのケア研修班 

後援：日本周産期精神保健研究会、周産期心理士ネットワーク 

  



 

会長講演 2月 26日（土）13：00～13：20 

 

会長講演 「出生前診断：その光と影」 

遠藤 誠之 1) 

 

1) 大阪大学大学院医学系研究科・産婦人科医師 
 

近年の出生前診断技術の目覚ましい革新によって、出生前から画像的、さらには遺伝的に詳細な胎児評価がで

きるようになっている。それに伴って様々な疾患の自然史が、発生段階から理解されるようになってきた。その

中には、出生後に治療方法のなかった疾患に対して、胎内から治療することが有効な疾患も見出され、「胎児治

療」という新しい分野が開かれた。 

その一方で、出生前診断により、五体満足な子供を授かることだけを考えていた親たちは、予期せぬ問題を自

らの子供が持つと知ることになる。出生後に治療方法のない疾患が見つかった親だけではなく、たとえ出生後に

治療方法のある疾患であったとしても、多くの親たちはショックを受け、悲嘆にくれる。親たちの中には、妊娠

を継続するかしないかの大きな決断に迫られることもある。しかもじっくりと考える時間的余裕もないうちに。 

2015年に大阪大学医学部附属病院で、胎児診断治療センターを立ち上げた。当センター設立の目的として、大

きく３つの目的を掲げた。①正確な胎児診断ができること、②必要なときに胎児治療を提供できること、そして

③親・家族に対して最大限のサポートができること。その中には、妊娠中絶を選択肢として考える親たち、ある

いは選択した親たちに対して、十分なグリーフケアを提供できることも目的としている。そのために多職種で構

成するグリーフケアチームを結成し、適切な対応ができるように心がけている。 

今回の講演では、当センターでの多職種で構成するグリーフケアチームの試みをお伝えしたい。 

 

 

ワールドカフェ 2月 26日（土）13：20～16：40 

 

ワールドカフェ「人工妊娠中絶に関するグリーフケア」 

 

話題提供：林 伸彦（NPO法人 親子の未来を支える会・産婦人科医師） 

米井 歩（大阪大学医学部附属病院・認定遺伝カウンセラー） 

管生 聖子（大阪大学大学院人間科学研究科・臨床心理士） 

司会：上原 優子（大阪大学医学部附属病院・医療ソーシャルワーカー） 

コメンテーター：堀内 勁（聖マリアンナ医科大学名誉教授・小児科医師） 

橋本 洋子（山王教育研究所・臨床心理士） 

 



 

教育講演 2月 27日（日）9：40～10：40 

 

教育講演 「早産児の発達障害と療育へのアプローチ」 

演者：谷池 雅子 1) 

座長：隅 清彰 2) 

 

1) 大阪大学連合小児発達学研究科・小児科医師 

2) 社会福祉法人石井記念愛染園附属愛染橋病院・小児科医師 
 

私達の後方視的な研究で、自閉スペクトラム症と診断された子どもは、日本の統計既報と比較して、在胎週数

が36週未満、また出生体重が2000gm未満のものが多かったことなど、周産期の問題は発達障害のリスクとな

ることは定説となってきている。 

さらに、自閉症度の変化を比較した私どもの後方視的検討において、自閉症度を弱める要因としては早期の介

入との結果を得ているが、NICUのフォローアップ外来は、乳幼児期にASD特性を発見できる絶好の機会とな

る。介入時には早産児に睡眠の問題が多いということを念頭においてぜひ睡眠の指導をお願いしたい。3歳まで

の短時間睡眠は後年の多動・衝動性のリスクになると言われている一方で、神経発達症児に睡眠習慣が改善する

と、問題行動が改善することはよく経験する。私どもは1歳半児を対象とした睡眠啓発アプリを開発して社会実

装している。当日はこれらの情報も共有したい。 

  



 

一般演題 2月 27日（日）10：45～12：00 

 

座長：谷口 英俊 1) 

村上 聖女 2) 

 

1) 大阪大学医学系研究科・小児科医師 

2) 大阪大学医学部附属病院・助産師 
 

 

１ NICU（新生児集中治療室）入院中の家族支援―病棟保育士、心理士とファミリーセンタードケアの実践についてー 

市川恭子１）、西野淳子１）、森山浩子１）、岩本寿実子２）、川野由子２）、関口真由美３）、河原恭子３） 

地方独立行政法人 大阪府立病院機構大阪母子医療センター 1）看護部・看護師、2）リハ/育療支援部門・心理士、3）看護部・保育士 
 

近年、新生児医療では家族も子どものケアに関わるチームの一員として捉え、家族の意志を尊重してケアを展

開するファミリーセンタードケア（FCC）の概念が重要視されている。NICUに入院することで、家族特に母親

は自責の念を抱きやすく、児や今ある現状を受け入れにくくさせることがある。 

看護師は、抱っこや授乳、児へのタッチングなど早期から愛着形成を促す支援を実施している。医療者に本音

を話すことを躊躇する家族の中には、保育士や心理士に心情を吐露することがある。心理士は、児の傍に居る家

族に対してさりげない声かけをとおして、家族のニーズや想いを受けとめ寄り添っている。保育士は、制限され

た環境の中で児の状態に応じて、母に寄り添い日常生活援助を行なっている。 

FCCを実践する上で、親子が家族として過ごせるように支えるには医療者だけでは難しい。保育士や心理士と

看護師・医師がチームで協働し支援を進めることが重要である。 

 

２ NICU（新生児集中治療室）入院中の家族支援―遺伝性疾患を持つ児の受け入れに対する母への支援― 

町田奈菜莉１）市川恭子１）、西野淳子１）、森山浩子１）、川野由子２）、岩本寿実子２）関口真由美３）、河原恭子３） 

地方独立行政法人 大阪府立病院機構大阪母子医療センター 1）看護部・看護師、2）リハ/育療支援部門・心理士、3）看護部・保育士） 
 

NICU看護は親の傷つきを癒し、親子関係を確立するための援助も重要である。児が遺伝性疾患を有する場

合、家族の支えがないとそれは容易ではない。 

入院時から不安を抱え、面会の度に流涙する母に看護師は、話を傾聴していたが思いの表出がなく心理士の介

入を依頼した。心理士は母に寄り添い、母の想いに共感的に支えた。母は、「育てられない」「上の子が心配」な

ど吐露した。支援者がいない母の不安は多岐に及び、「NICUの看護師には言わないで」と多職種にも表出してお

り、職種によって出す情報が違っていた。母の心情をカンファレンスなどで共有していたが、遺伝性疾患を持つ

児の受け入れ過程を支援することは難しく、母に寄り添う困難さを医療者は感じていた。 

家族と共有できない不安や抵抗感、悲嘆が強い母への介入は、傾聴することを続け、まず母の素直な気持ちを

受容する姿勢が重要である。また、医療者も感情や情報の共有が大切である。  



 

３ 医療的ケアが必要な子どもの母親へのヒアリング調査から―周産期からの保護者同士のつながりの重要性― 

藤尾 さおり 

NPO 法人そらしど・代表理事 
 

私達はピアの立場から障がい児家族と支援者のサポートをしている団体です。2018年に神戸市内在住の医療的

ケアが必要な子の母親16 名にヒアリング調査を行いました。その結果、一番つらかった時期が、妊娠中～未就

学という回答が16名中12名あり、また全員が、同じような子をもつ保護者同士のつながりがあり、それは必要

であると回答しました。昨今「切れ目のない子育て支援」として、妊娠期～退院後3か月が特に重要で、様々な

子育て支援事業が展開されています。先天的な病気等で医療的ケアが必要になった場合は、子育てのスタートと

「受容」とが重なり、危機的状況にあると言えます。医療的ケアが必要な子どもの母親への周産期における支援

の中で、専門職のみならず、地域で暮らす同じような子をもつ保護者同士のつながりが、心の支えになり、具体

的な子育て情報が得られることも多くあり、選択肢として必要時に安心安全につながれる支援が重要であると考

えます。 

 

４ 「入院中の母子関係作り」評価の試み 

笠松 堅實 1）・永谷 ひとみ 2）・笠松 範子 3） 

笠松産婦人科/小児科・1）産婦人科医師, 2）助産師, 3）小児科医師） 
 

私たちの施設はWHO・ﾕﾆｾﾌより1996年に「赤ちゃんにやさしい病院」に認定された。日本で6番目の施設

であった（現在では3番目）。 

「出産施設」で「母子関係作り」に取り組む、を決めたのには、2つの理由がある。1つには、「虐待予防」の

ためには「出産施設」の「母子関係作り」が必要ではないか。「虐待」の実状～「虐待数の増加」「虐待、虐待死

の主な加害者は母親」「虐待死最多は0歳」～より、「母と子」が始まる「出産施設」での「母子関係作り」が、

（“防止”ではなく）“予防”になるのではないか、と考えられること。1つには、「母乳育児」による「母子関係作

り」が「子育て支援」になるのではないか。「母子関係作り」という“ピース”を挿入することで、「母乳育児支

援」はスムーズに「子育て支援」に結びついていく、と考えられること。 

しかしながら、「母子関係」は概念的、抽象的であり、“ピース”の役割となるには「見える化」の必要があるこ

と、また「母子」の「関係作り」の“行程”も「見える化」の必要がある。今回私たちは、「（赤ちゃんの）サーブ

と（ママの）リターン」（ハーバード子ども発達センター）という“モデル”を応用した「母子関係作り」「プログ

ラム」を作成し、その有効性の評価を試みた。その結果を報告する。 

対象・方法 退院時（期間2020.2～）の「母子関係アンケート」より、母親たちの「気づき」を評価した。 

  



 

５ 妊娠後期に成人スティル病を発症した初産婦の精神的な揺らぎを支援する多職種ケア  

野上 美沙子 

地方独立行政法人京都市立病院機構 京都市立病院 
 

妊娠後期に成人スティル病を発症し、確定診断から治療開始、出産、育児と約50日間、医療者も診療やケア

の経験がない難病の周産期管理を行い、育児の開始に際して、精神的に大きく揺れ動いた妊産婦と家族を多職種

で支援した症例の実践を報告する。 

難病の受容には時間を要する。それが出産や育児と新たな役割を獲得している中では一層精神的揺らぎが大き

い。妊産婦の精神的な不安定な状況をキャッチするのは日々ベットサイドでケアしている看護職であり、現場が

困った事柄について、発信し、カンファレンスをタイミングよく開催する事で、患者の短期、長期の目標を言語

化しチームで共有する事ができた。また院内リソースである、院内保健師や母性看護CNSを活用し、産婦人

科、内科、精神科、小児科、臨床心理士、地域保健師などを集め多職種でそれぞれの得意分野における支援の役

割を担い、生活圏の中で自らの療養と育児が行えると患者が自信をもつようになった。 

 

６ 当院の多職種で行う産後こころケア 

小野 洋子・増田 望穂・池田 真規子・安田 美樹・安堂 有希子・佐藤 浩・田口 奈緒・廣瀬 雅哉  

兵庫県立尼崎総合医療センター  
 

 産後直後、とくに1－3ヶ月頃は母体の不安定な時期であるにもかかわらず、産科から別診療科や地域への移

行時期である。そこで、産科という診療科の特性を保ちつつ、他科や地域への移行が完了するまでの母体メンタ

ルケアを行う場としてこころケア外来を開設した。 

今回は、こころケア外来の診療内容と当院の多職種連携を紹介する。当院産科の2018年から2021年のEPDS

陽性率は17％、4年間で677人の利用者（内対面診療を希望しなかった196人は電話訪問）である。陽性患者の

情報は、診療科間で直接連絡を取り合い、共有した。また、外来を通して、母体のための診療外プログラムを積

極的にすすめ、希望者には地域の保健師訪問を依頼した。当科終診までに、必要に応じて地域の行政機関や産後

サービス担当部署、クリニックなどと連携も取った。 

今後の課題としては、現診療内容で十分なケアの提供ができているのか、診療期間が適性であるか、見極めてい

きたい。 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

特別講演 2月 27日（日）13：00～14：00 

 

特別講演 「地域の中で、こどもたちと家族を支える」 

演者：荘保 共子 1) 

座長：遠藤 誠之 2) 

 

1) 認定NPO法人こどもの里・理事長 

2) 大阪大学・産婦人科医師 
 

「こどもの里」は、貧困と虐待の第1次予防となる遊び場・行き場・休息の場、第2次予防となる生活及び子

育て相談の場とその対策としての緊急一時宿泊の場、第3次予防となる子どもの長期保護生活の場、社会的養護

の場のファミリーホームを兼ね備える「貧困対策と虐待防止対策と子育ち支援と子育て支援」の拠点でもある。

この「こどもの里」の在りようは、貧困課題が集積された地域性の中で生み出された民間レベルでの、「子どもの

最善の利益」を軸に子どもの育ちを支援し子どもの権利を守る取り組みである。生きる力を持った子どもの「居

場所」は、出会った子どもの生きること自体へのニーズに子どもの安全と最善の利益を考え応えてゆくことから

生まれた。「こどもの里」は「生活の場」であり、要支援・要保護児童にとっては「最後の砦（セーフティネッ

ト）」になる。そして地域に開かれることで、子どもだけでなく保護者や地域の方の「相談の場」にもなる。 

個々の子どもと親、或いは個々の家族への具体的な支援のあり方をどう考えていくかが、いつまでたってもこ

れからの課題である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

シンポジウム 2月 27日（日）14：10～16：00 

 

シンポジウム「母と子と家族を支える専門職の役割 

－育てにくさ・関わりにくさに向き合う－」 

座長：中本 剛二 1) 

指定討論者：長濱 輝代 2) 

 

1) 大阪大学医学系研究科・医療人類学者 

2) 大阪市立大学大学院・臨床心理士 
 

１ 社会的ハイリスクを抱える家族への多職種連携 ―心理職の視点から― 

万代 ツルエ 

浜松市子どものこころの診療所・臨床心理士 
 

社会的ハイリスクを抱える家族は、親の機能を果たして子どもを健全に育めるようになるまでに時間がかか

る。このような家族へは、多職種がそれぞれの視点で関わることが総合的な支援となる。心理職は、母親が不安

を抱えてこころが揺らぐのは当然のことと思いながら母子の側にいると、少しずつ母子の関係性が育まれていく

ことを感じる。そこで起きていることを心理学的にアセスメントし、医療者と共有することで、児が家族の一員

となっていくプロセスを支える。 

シンポジウムでは、13歳で出産した女児の事例を心理職の視点から話題提供する。若年者の妊娠・出産は、医

学的なリスクが高いばかりでなく、アイデンティティ獲得の途中にあり、育児や意思決定をするには心身ともに

未熟であることから妊娠に伴う心理社会面へ影響が甚大である。周産期という限られた時間の中でできることを

多職種で考えたことが、いつか家族となるための必要な支援であったと思われる。 

 

２ 社会的ハイリスク家庭への関わり―小児科医としての役割、小児科医として求めること― 

井石 倫弘 

社会福祉法人石井記念愛染園附属愛染橋病院・小児科医師 
 

 社会的ハイリスク症例のフォローでは病院、保健福祉機関、児童相談所など多職種間でそれぞれの特性を生か

しながら、相互に補完していかなければならない。病院の役割は疾患の治療、必要に応じて病院間の連携、福祉

に関する診断書や診療情報提供書の作成などが挙げられ、十分な対応をとるようにしている。保育園、学校、デ

イサービスなどの通所施設と異なり、病院への受診は数か月に一度であるが、出生時からの経過を把握している

ことが病院の優位性と考えている。点としてではなく線として子供の状態を評価し、今後の方針を立てることが

病院としての役割である。共通の目標である、より良い子供の将来に向けて、多職種間で十分にコミュニケーシ

ョンをとりながら協力して補完して臨むように心がけている。当院の症例を供覧し、多職種によるかかわりにつ

いて討論を進めていきたい。 



 

３ 生きづらさを抱えた母とその家族に対して精神科医ができること 

金井 講治 

大阪大学大学院医学系研究科・精神科医師 
 

近年、周産期メンタルヘルスの重要性の啓発に伴い、メンタルヘルス不調のある妊産婦に対する多職種連携に

よる支援体制の拡充が図られている。「生きづらさ」が背景にありメンタルヘルス不調を呈している妊産婦もまた

支援の対象となるが、疾患性より事例性の要素が大きく、支援は個別性を要する。「生きづらさ」を抱えた妊産婦

においては、当事者の支援に対する抵抗や支援者間での立場、価値観の違いに基づく意見の対立が生じることが

あり、支援体制構築に時間をかけた丁寧なプロセスが必要となる。 

このような「生きづらさ」を抱える妊産婦の支援において、トラウマインフォームドケアや、対話実践として

のオープン・ダイアローグといった精神医学的な観点が有用なことがある。実際の関わりを通して、周産期メン

タルヘルス領域において精神科医が担うべき役割としての地域と医療・福祉をつなぐ多職種連携、リエゾンコン

サルテーションについて検討する。 

 

４ 対人関係能力に困難さがみられる初産婦との関わり 

千葉 貴子 

社会福祉法人石井記念愛染園附属愛染橋病院産婦人科・助産師 
 

 女性は妊娠という大きなライフイベントの中で様々な機関、様々な職種の人々と接する機会を持つ。その中

で、会話が続かない、質問に返答がないといった場合、関わりにくさを感じる人がほとんどだろう。「関わりにく

い人」というレッテルを張るのではなく、ささいでも感じた違和感を放置しないことが重要であり、我々が心に

留めておくべきスキルでもある。対人関係能力に困難さを持つ母親が、問題解決せずに育児期に突入した場合

は、その子どもの対人関係能力が低くなる可能性も否めない。母子に関わる全ての職種が、いかに母親が安定し

て育児ができる環境を提供することができるかどうかが鍵となる。 

 私が出会ったA氏は、話をしても反応が薄く、質問に対する違和感があり、対人関係能力の低さを感じた。A

氏と関わっていく中で、助産師だけではなく医師やMSW、院内保健師、地域保健師との連携が重要となる場面

が多く見られた。その関わりについて共有したい。 

 

５ 子どもや家族と相対するということ ―児童相談所の立場から―  

岩佐 和代 

大阪市中央こども相談センター 
 

 児童相談所での臨床は、さまざまな職種との協働作業、関係機関との連携の上に成り立つ。それぞれの専門性

は決して独立したものではなく、互いの領域を包含したところに自らの専門性が構築されている。 

 ニーズのない相談が多い現場において支援者が一人の人間として「存在」し続け、有機的な連携が可能になる

力を持つ「存在」であることそのものが児童相談所の臨床に必要不可欠のことのように思えてならない。 

 とりわけ虐待の臨床は、秀でたバランス感覚が必要とされる。支援者は今この瞬間にどんな役割を担い、どの

範囲の責任をおえるのかということを常に見定めながら、親と子どもの人生に関わることが求められる。子ども

と親は一人ひとり異なる。自明のことであるが、支援者は親と子と相対する時、その個別性を最重要課題として

認識し、関係を醸成することそのものが親と子のレジリエンスにつながるということを肝に銘じたい。 
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