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Abstract

In the Residential Care Institutions for Children, the role of the child 

care staff that coordinates a child and a family is important. The purpose of 

this study was to execute the interview to the child care staff, and to have 

clarified the relational coordination through a qualitative analysis based on the 

Grounded Theory. In addition, it aimed to generate the hypothesis of relational 

coordination model.

As a result, it found that intervention by the staff was repeated, and the 

relation between a child and a family is promoted. In modeling of hypothesis, 

the relational coordination was demonstrated by three stages（condition, 

action, and consequence） and three layers（self-help support, gray, and a 

family return support）. Therefore, the relational coordination with a vague 

stage and the layer presented the hypothesis that the behavioral problems of a 

child increases.

Key words: Residential Care Institutions for Children, relational coordination, 

Grounded Theory
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Ⅰ .　はじめに

　近年、全国の児童相談所が受けた児童虐待相談受付件数は平成 18 年度には約 3 万 7 千件報

告されており（厚生労働省雇用均等・児童家庭局 ,2007）、児童への社会的養護の必要性が強く

指摘されている。児童虐待の中でも特に深刻なケースの場合、児童相談所の一時保護となり、

その約 8 割の児童が家族の元に戻らず児童養護施設（全国 557 施設）に預けられる。現在、全

国の児童養護施設では約 3 万人の児童が入所しているが、2003 年に実施された厚生労働省に

よる調査では、入所後に家族と交流のある児童が 83.4% 存在することが明らかになっている（厚

生労働省雇用均等・児童家庭局 ,2004）。そのうち、親元への一時帰宅を実施している児童の割

合は 51.6% と約半数みられ、児童養護施設に入所してからも多くの児童が家族との交流の機会

をもつ傾向が示されている。

　児童養護施設における職員の役割の一つとして、施設に入所した児童と、その家族の関係を

調整していくことが期待されている。本研究では、この児童と家族の関係調整を「施設に入所

している児童と、施設外で暮らす家族が良好な関係を築くために、施設職員による児童および

家族への介入または支援を行いながら両者の関係性をほどよく促す」と定義したい。柏女（2001）

は、児童福祉援助活動を行う職員の役割として、ケアワーク（直接処遇技術）、ケースワーク（個

別援助技術）、グループワーク（集団援助技術）、ファシリテーション（相互援助強化技術）、コー

ディネーション（連絡・調整活動）、アドボケーション（権利擁護活動）の 6 つの役割を挙げ

ている。近年の児童養護施設では、施設に入所した児童が家族と今後どのように関係性を再構

築していくかといったことが急務の課題となっており、主にコーディネーションに含まれる児

童と家族の関係調整に関する研究の充実が急がれていると思われる。そこで、本研究では、児

童養護施設における児童と家族の関係調整について、特に施設職員の役割に着目し論じていき

たい。

　児童養護施設では、児童と家族の関係調整の取り組みの一つとして一時帰宅が実施されてい

る。一時帰宅とは、施設に入所している児童が週末などを利用して親の住む家へ一時的に帰宅

することを示している。この一時帰宅の取り組みは、施設に入所している児童が家族との交流

を行う重要な機会である。しかし、被虐待ケースなどは慎重に一時帰宅を進める必要がある。

加藤（2004）は、一時帰宅を行う際のいくつかのリスク要因を挙げており、2006 年 2 月には、

児童養護施設に入所していた 3 歳の男児が年末年始を利用して親元への一時帰宅を実施したも

のの、終了期限になっても施設に戻らず家族と連絡がつかなくなり、その後身体的虐待により

死亡したという事件が起きている（朝日新聞 ,2006）。

　このようなリスクも考慮し、安全な一時帰宅を実施し児童と家族のよりよい関係性を築くた

めには、一時帰宅を含めた関係調整に関する検討がより一層求められる。これまで、菅野（2005）、

菅野・元永（印刷中）は、一時帰宅と「問題行動」との関連について明らかにしているが、児
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童の行動上の揺れに対し施設職員がどのように支援を行っているかまでは明らかにできなかっ

た。また、一時帰宅に関する実態調査（菅野・遠藤・島田・原・春日・大内・石井・元永 ,2007）

や春日（1987）による事例研究、上薗（1989）、松崎（1989）による事例報告では一時帰宅の

実態が明らかにされている。その他には、菅野・元永（2006b）による一時帰宅のチェックリ

スト作成の試みが行われている。関係調整そのものに注目した研究は医療分野でわずかにみら

れ（田村 ,2001; 相馬 ,2003）、教育分野では生徒と教師の関係を調整するスクールカウンセラー

の役割について論じられている（菅野・元永 ,2004）。しかし、児童福祉分野での関係調整に関

する研究としてはあまり大きく取り上げられていない。特に、児童と家族の関係調整を行う過

程で児童と家族にどのような状況がみられ、どのように介入し、支援を行っているのかといっ

た関係調整のプロセスについて明らかにすることは重要であると思われる。

　そこで、本研究では児童養護施設の入所児童を対象とし、児童と家族の関係調整のプロセス

について質的分析を通して明らかにすることを目的とする。また、関係調整の仮説モデルを生

成することを目的とする。

Ⅱ .　対象と方法

1. 対象

　首都圏にある児童養護施設 A（以下、施設 A とする）の入所児童 2 名を分析対象とした。

分析対象となった児童は、小学校高学年男子 1 名と小学校中学年男子 1 名であった。各児童は

親元への一時帰宅を実施しているが、施設職員が児童と家族の関係調整に苦慮しているケース

であったため、各児童を担当する施設職員各 1 名に対して面接を依頼し、児童について尋ねる

こととなった。面接を依頼した施設職員は、小学校高学年男子を担当する 30 歳代の男性職員

1 名（以下、職員 T とする）、小学校中学年男子を担当する 40 歳代の男性職員 1 名（以下、職

員 W とする）の計 2 名であった。今回の面接調査については、事前に施設 A の職員会議で調

査の趣旨を理解してもらい、施設長の了承を得た。なお、個人または団体などが特定されるよ

うな情報は一部改変し、倫理的な配慮を行うこととした。また、著者らは施設 A に継続的に

かかわっており、今回面接を依頼した各職員とは日頃より協力関係が築かれている。

　

2. 調査方法

　面接を依頼した各職員は大変多忙なため、短時間での面接を有意義な内容にするために事前

準備を行った。まず、面接日の 1 ～ 2 週間前に、面接で尋ねる内容について各職員に口頭およ

び文書で事前に説明し、面接を行う際にスムーズに本題に入れるようにお願いした。面接日は

2006 年 12 月 18 日と 22 日の 2 日間に分けて行い、1 回 30 分程度を目安に半構造化面接を実施

した。面接場所は、児童養護施設 A の敷地内にある事務所棟の個室で行った。また、面接者（イ
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ンタビュアー）は著者らが行った。

　面接では、各職員に事前に了承を得た上で会話を MD レコーダーに録音した。面接の導入

としては、「ざっくばらんにお話してください」と伝え、和やかな雰囲気で実施した。面接の

際の質問項目としては、「一時帰宅を進めるために最も重視していることや気をつけているこ

とは何か」、「一時帰宅を通して、児童と家族にどのような変化がみられたか」、「児童と家族の

関係調整で苦労していることは何か」、「一時帰宅の取り組みの効果と課題について」などであっ

た。これらの質問項目に対し、担当している児童に関連する事柄について話しやすい内容から

語ってもらった。そして、状況に応じて質問の順番を変え、話の流れで新たな内容を尋ねていっ

た。

　

3. 分析方法

　分析方法は、Strauss & Corbin（1990 操・森岡訳 1999）によるグラウンデッド・セオリー

法に基づいて、各職員に対して実施した半構造化面接の会話を分析した。分析作業としては、

まず、MD レコーダーで録音した音声を文章化し、逐語記録を作成した。そして、逐語記録を

切片化し、切片化されたデータについて以下の流れで作業を行った。まず、文単位でラベル名

をつけていく作業、ラベルを整理し 1 つのカテゴリーにまとめる作業、各カテゴリーを関連づ

ける作業、モデルを提示するための作業の 4 段階で分析を行った。なお、カテゴリー化では 2

名の職員のラベルを混ぜて分類を行った。

　各カテゴリーを関連づける作業では、松林（2005）のパラダイム（paradigm）の構成要素

を導入した。パラダイムは、状況（condition）、行為・相互行為（action/interaction）、帰結

（consequence）の 3 つの要素から構成された理論的枠組みである。これらは、現象の中にど

のような状況があって、それを基にしてどういう行為・相互行為が起こったのか、そして、ど

のような帰結が生じたのかをとらえるための作業である。本研究では、この 3 つのパラダイム

に各カテゴリーを当てはめ、それを基にカテゴリー間の関連を捉えていった。そして、児童・

家族・施設職員の 3 つの大枠を基準としてカテゴリー関連図を作成した。最後に、すべての作

業を踏まえて仮説モデルの生成を行った。

4. 提示方法

　提示方法としては、まず「状況」、「行為・相互行為」、「帰結」の 3 つのパラダイムに対応し

た各カテゴリーとラベル名を表に示した。次に、パラダイムごとの主なラベル名および抽出例

を表記した。逐語の抽出では児童に関わることのみに限定し、文中に提示する際にはどの職員

のラベルかがわかるように職員名（アルファベット）を示した。そして、各カテゴリー同士を

関連づけたカテゴリー関連図を 1 つの図にまとめた。また、仮説モデルを生成し、図式化した。

なお、これらの一連の分析作業は複数の研究スタッフで行い、数日間に渡り繰り返し検討を行っ
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た。作業の過程では、施設 A の全職員を対象として面接調査の中間報告が行われ、職員から

助言を得ながら内容および図表を修正した。

Ⅲ .　結果

　ここでは、質的分析により得られた結果として、カテゴリー化、関係調整のプロセス、仮説

モデルの生成の順で述べていきたい。

1. カテゴリー化について

　カテゴリー化を行った結果、9つのカテゴリーに分類された。まず、「状況」、「行為・相互行為」、

「帰結」の3つのパラダイムに沿って9つのカテゴリーをそれぞれ対応させて示し、各カテゴリー

におけるラベル名を担当職員別に表 1 に示した。以下に、3 つのパラダイムに対応させたカテ

ゴリーの内訳について示した。

表 1  カテゴリーおよびラベル名

パラダイム カテゴリー ラベル名（職員 T） ラベル名（職員 W）
状況 児童の状況 感情表現の変化

親との接し方への戸惑い
今後に対する不安
親に対する甘え
連絡がつかない時の落ち込み

家族状況の変化への自覚
一時帰宅前の様子

家族の状況 意識の向上
消極的な様子
性格または態度
連絡に対する拒否
不安定な心理状態
物理的な距離

家族の状況に応じた配慮
受容的な態度
家族とのつながりの維持

児童の期待と覚悟 家庭復帰への期待
現状の理解と覚悟

家庭復帰への期待
児童の選択

家族への想い 精神的なつながり
児童の本音
親への理解

親に対する感情の強さ

行為・ 
相互行為

児童への介入 児童の不安への対処
親子関係の維持
児童への問いかけの工夫
今後の生活の検討

親にアプローチする際の 
サポート
気持ちの整理のサポート

家族への介入 親子関係維持への取り組み
児童へのかかわりの促し
家庭引き取りについての介入
児童への理解
行事参加への働きかけ
生活面の助言
一時帰宅の機会の提供
一時帰宅実施の手段

児童相談所との関係性の促し
一時帰宅を目指すケア
児童相談所の役割を伝える
話し合いの機会をもつ
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帰結 効果と課題 一時帰宅の効果
家族への介入の効果

一時帰宅の課題
児童と職員との関係構築

職員の想い 再入所の懸念
一時帰宅に対する考え
長期的な支援
理想の一時帰宅
職員の仕事
職員としての姿勢

支援方針 親への伝え方の工夫
介入の多様化
立場上の対応
児童への対応

関係調整の意図
児童の意見の尊重
施設の役割
施設生活の指針

※　各職員のラベル名は重複することもある

（1） 「状況」におけるカテゴリー

　「状況」では、「児童の状況」、「家族の状況」、「児童の期待と覚悟」、「家族への想い」の 4 つ

のカテゴリーが得られた。そこで、主な抽出例を表 2 に示した。

表 2　　状況 condition　の主なラベル名および抽出例

カテゴリー 主なラベル名 抽出例

児童の状況

親との接し方への戸惑い

楽しいは楽しいんだけれども、素直に出せないっていうよ
うな部分を彼自身も考えてるし、（中略）お母さんを怒ら
しちゃいけないとかね、うーん、あと例えば、車の中に一
緒にいる時に「無言になっちゃうとちょっと焦るんだぁー」
とか、そんなことを彼は表現していて・・・・（T）

一時帰宅前の様子

・・・・ただ行く時はすごく楽しみにして、うん、楽しみ
にしているし、うち、カレンダーっていうか予定表に大体
一時帰宅の予定書き込んじゃうから、それを見て大体自分
で予想するんだと思うんだけど・・・・（W）

家族の状況

消極的な様子

例えば学校の行事予定が貼ってあったとしても、例えばそ
れを、あ、この月はこれがあるから一時帰宅連れていこ
うかしら、っていう風なそこに合わせて休みを取ろうかし
らっていうことを計画して考える母親ではない（T）

家族の状況に応じた配慮

おばあちゃんが亡くなられた時は連絡いただいて、その時
は毎週一時帰宅したり、一時帰宅させたいっていう申し出
については、まぁ、基本的には断らない。だから、本人も
おばあちゃん大好きだったから・・・・（W）

児童の期待と
覚悟

現状の理解と覚悟

一時帰宅の状況見ると、やっぱ、あのー、自分の部屋がな
いっていうのも大体分かってるっていう、そういう現実的
な判断っていう部分も含めて、あのー、自分は、ま、ある
意味、その、高校卒業まで施設にいることっていうのは、
ぼんやりやっぱりその辺は考えてはいるっていうような感
じがあって・・・・（T）

家庭復帰への期待

やっぱ、お父さんと一緒に暮らしたい、お父さんのとこに
帰りたいとは言いますけど、お父さん来たら一緒に暮らし
たいっていうことは願ってるし、そういう表現は時々しま
すけど・・・・（W）
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家族への想い
精神的なつながり

なかなか交流ができないのかもしれないけれども、非常に
お母さん、慕ってるし、尊敬してる。（中略）母子関係で
は絆っていう部分では精神的なつながりが強い（T）

親に対する感情の強さ 本人はやっぱりお父さんと暮らしたいって気持ちがすごく
強いから…（W）

　内容をみてみると、「児童の状況」では一時帰宅前に家族との交流を楽しみにしている様子や、

母親に対して素直に感情を出せないことへの戸惑いの様子などが明らかになった。その他とし

ては、家族に対する不安や甘え、家族と連絡がつかない時の落ち込みなどが示された。「家族

の状況」では、行事に合わせて一時帰宅を行うといった考えをもたない母親の消極的な様子や、

家族の入院のために家族の状況に応じた一時帰宅の配慮が浮き彫りになった。その他には、職

員が家族に連絡しても電話に出ないといった様子などが示唆された。「児童の期待と覚悟」では、

家庭復帰への期待をもちながらも復帰できない現状を理解し、施設生活を送る覚悟などが示さ

れた。「家族への想い」では、家族との交流ができない中でも家族との精神的なつながりが確

認された。

（2）　「行為・相互行為」におけるカテゴリー

　「行為・相互行為」では、「児童への介入」、「家族への介入」の 2 つのカテゴリーが示された。

そこで、主な抽出例を表 3 に示した。

表 3　　行為・相互行為 action/interaction　の主なラベル名および抽出例

カテゴリー 主なラベル名 抽出例

児童への介入
親子関係の維持

もう一回（母親に電話を）かけてみようよっていうように働
きかけをしていくっていうような形で、ほったらかしにせず
にその後も継続してやっていくっていう部分は大事ってい
うか、フォローのひとつとしてやっていることなのかな（T）

親にアプローチする 
際のサポート

誕生日の頃に（父親から）手紙いただいたりはしているから
（中略）だから返事を書かせましたけど（W）

家族への介入

児童へのかかわりの 
促し

学校の連絡帳なんかを（母親に）見せて（中略）例えば連絡
帳に物をすぐ失くしますって書いてあったら「じゃあちょっ
とお母さんが一緒に（紛失した）筆箱とか買いに行ってもら
える ?」っていうふうにお願いしたりとか…（T）

児童相談所との 
関係性の促し

だから、こちらからは、だから、そういう…児相（児童相談
所）とはちゃんと関わって欲しいっていうことを親とは話し
て、もちろん相互に了解をとり合いながら、親にはそういう
対応をしたりとか、ま、もちろんしますけどね（W）

　「児童への介入」としては、親子関係を維持するために母親と連絡がつかない児童に対して

継続してフォローしていく様子や、父親からの手紙に返事を書くように促すなどの親に対する

アプローチの様子が示された。その他には、児童への問いかけの工夫や気持ちの整理のサポー

トなどが明らかになった。「家族への介入」としては、学校の学級担任から「物をよく無くし

てしまう」と連絡帳に書かれていたことを母親に伝え、紛失した物を買いに行ってもらうよう
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にお願いするなど、児童とのかかわりを促す様子が明らかになった。また、親が児童相談所と

かかわろうとしないことから、児童相談所と施設の役割の違いについて確認しながら児童相談

所との関係性を促すなど、親と児童相談所との間を仲介する職員の役割が明らかになった。そ

の他には一時帰宅の機会や話し合いの場をもつなどの家族への介入が示された。

（3）　「帰結」におけるカテゴリー

　「帰結」では、「効果と課題」、「職員の想い」、「支援方針」の 3 つのカテゴリーであった。「帰

結」の主な抽出例を表 4 に示した。

表 4　　帰結 consequence　のカテゴリーと主なラベル名および抽出例

カテゴリー 主なラベル名 抽出例

効果と課題

一時帰宅の効果 一時帰宅ではこんな様子だったんです、っていうふうにお
母さんのほうから話すようになってきた…（T）

一時帰宅の課題
生活の場がどこが主体か分かんなくなるような一時帰宅の
させ方…頻度も含めて…っていうのはやっぱりまずい、そ
ういうふうになるのはまずいかなと思いますけど…（W）

職員の想い

再入所の懸念

再入所のケースも子どもが別に悪いわけじゃないんですけ
ど、ただ結果的に戻ってきちゃってるっていうことでは子
どももやっぱりすごく傷つけてるから、やっぱりそうさせ
たくないっていうのもありますけどね。うち再入所多いん
ですよ…（W）

一時帰宅に対する想
い

一時帰宅っていうのはすごく、なんか否定的なものではな
くて、やっぱり職員としてはいいと思っていろいろやるし、
子どもにとってもそのことで子ども自身がいろいろ考える
ことにもなるし…（W）

支援方針

親への伝え方の工夫

家庭に引き取るとか最終的な判断をするのは児童福祉司さ
んなんですっていう話は母親にして、（中略）ちゃんと向き
合わないと家庭引き取りできないんですよっていう話はす
る…（T）

関係調整の意図

親子関係切らないためにどうしたらいいかっていうのは
まぁ必要なかかわりをもってもらうということで、面会だ
けかもしれないし、一時帰宅になるかもしれないし、それ
はいろいろだと思うんですけど。だから家庭復帰だけが目
的ではないということですかね（W）

　「効果と課題」では、児童への関心が低かった母親が一時帰宅を繰り返すことで、母親のほ

うから一時帰宅中の児童の様子を職員に伝えてくるといった一時帰宅の効果や、生活の場の主

体がわからなくなるような一時帰宅の取り組みに関する課題などが明らかになった。また、以

前の状況を述べた上で、職員の介入による効果の具体例を表 5 に示した。以前の状況としては

家族と連絡がとれないことであきらめていた児童に対し、職員から他の連絡手段を提案すると

いった介入を行い、連絡がとれたことで一時帰宅の実施につながるといった効果が示された。
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表 5  職員の介入による効果の具体例

以前の状況 介入 効果

児童

家族に連絡が取れない 
ことへのあきらめ 他の連絡方法を提案 連絡がとれて一時帰宅の実施に

つながる

落ち着きがない 一時帰宅の実施 表情がよくなる

家族

児童と親の間に 
信頼関係なし 児童の日常の様子を親に伝える 児童と親の信頼関係が徐々に強

まる

一時帰宅の実施に消極的 一緒に育てていくといった 
視点で対話する

一時帰宅中の出来事や児童の話
題を話すようになる

　「職員の想い」としては、家庭復帰をしても結果的に施設に再入所してしまうケースがみら

れることから、再入所の懸念をもちながらかかわっている様子や、一時帰宅に対して否定的な

側面だけではなく、肯定的な側面を重視して行っている様子が明らかになった。その他では、

長期的な支援を想定したかかわりなどの職員の想いが示唆された。「支援方針」では、児童相

談所の児童福祉司と向き合えない母親に対して、「向き合っていかないと家庭引き取りはでき

ない」という事実を伝えるなど、親への伝え方を工夫しながら支援に臨んでいる職員の姿勢が

明らかになった。また、家庭復帰だけを目指しているだけでなく、児童と家族の将来を見据え

た支援が明らかになった。その他では、介入の多様化や立場上の対応、児童の意見の尊重、施

設生活の指針などが示唆された。

2. 関係調整のプロセスについて

　各カテゴリーを関連づける作業を行った結果、関係調整カテゴリー関連図が生成され、図 1

に示した。まず、家族、施設職員、児童を大枠として提示し、カテゴリー化で明らかになった「状

況」、「行為・相互行為」、「帰結」の 3 つのパラダイムに沿って各カテゴリーとの関連を矢印で

表した。ここでは、2 つの矢印の流れを示した。まず、1 つの流れは、児童および家族の状況

を把握し、支援方針を検討しながら介入を行い、再び状況を把握するといった小さな循環の関

係調整（以下、小循環関係調整とする）の流れである。もう一方は、支援方針に基づいた介入

により児童と家族の交流が実施され、交流による効果と課題などから支援方針が検討され、再

び介入が行われるといった大きな循環の関係調整（以下、大循環関係調整とする）の流れである。

これらにより、児童と家族の関係調整を行うための 2 つの循環的なプロセスが明らかになった。

　

3. 仮説モデルの生成について

　本研究で明らかになった質的データに基づいて児童と家族の関係調整仮説モデルが生成さ

れ、図 2 に示した。ここでは、児童と家族が児童相談所の介入により分離され、児童が施設に

入所してから退所するまでの経過を縦軸および横軸で表した。
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　まず、横軸としては関係調整をⅠ期、Ⅱ期、Ⅲ期の 3 つの時期に分類した。そして、重視さ

れる関係調整パラダイムが時期ごとに移り変わるとした。Ⅰ期の状況重視期では、施設入所後
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の児童と家族の状況把握が重視される時期であり、状況に応じて家族との交流が可能であるか

どうかが判断される。Ⅱ期の行為重視期では、児童および家族への介入などの行為が重視され

る時期である。家族との交流が可能であると判断された場合、行為重視期の前期で面会や外出

を通して交流が試みられ、後期で一時帰宅が実施される。Ⅲ期の帰結重視期では退所に向けた

検討が重視される時期である。一時帰宅の交流状況などを踏まえ、児童相談所との連携を行い

ながら総合的な評価がなされる時期でもある。

　縦軸としては、「自助支援層」、「中間層」、「家庭復帰支援層」の 3 つの層に分類した。「自助

支援層」は施設退所後に家庭復帰の見込みがほぼなく、社会的自立に向けて支援が行われる層

とした。「中間層」は家庭復帰の可能性はあるが復帰が見込めず方向性が定まらない層とした。

「家庭復帰支援層」は、家庭復帰の見込みがあり復帰に向けて支援が行われる層とした。

Ⅳ .　考察

　本研究では、児童養護施設における児童と家族の関係調整を行う施設職員の役割に着目し、

児童と家族の関係調整について質的研究法により明らかにしてきた。その結果、「状況」、「行為・

相互行為」、「帰結」の 3 つのパラダイムから児童と家族の関係調整を行う施設職員の役割が浮

き彫りになった。また、関係調整のカテゴリー関連図を通して、児童と家族の相互に対する循

環的な関係調整のプロセスが明らかになった。さらに、これらの結果を基に、児童が児童養護

施設に入所してから家庭復帰もしくは社会的自立までの関係調整仮説モデルが生成された。そ

こで、以上の結果を踏まえながら論考を行いたい。

1. カテゴリー化の内容について

　ここでは、カテゴリー化の内容に関して各パラダイム別に考察を行いたい。まず、「状況」では、

児童の戸惑いや不安、落ち込み、家庭復帰への期待などの児童の心理的な特徴が挙げられた。

また、家族の消極的な姿勢や不安定な心理状態など、家族側の戸惑いも示唆された。このよう

に、児童や家族の状況をより把握していくためには、児童と家族の表面的な言動だけに目を向

けるのではなく、言動の背景にある心理面について検討していくことが支援方針の検討に役立

つと思われる。また、家族が入院した際に一時帰宅の回数を増やすなど、家族状況に応じて柔

軟に対応されていた。安全な一時帰宅が可能である場合には、ある程度の柔軟性が必要である

と考えられる。

　「行為・相互行為」の内容としては、親子関係の維持や児童へのかかわりの促しなどの働き

かけが行われていた。このように、児童と家族の相互に介入を繰り返すことにより、施設職員

に対する信頼関係が深まっていくことが考えられる。施設職員との信頼関係が構築されること

で、児童相談所とかかわろうとしない家族に対し、家族と児童相談所の関係性を促すような働
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きかけが可能になると思われる。

　「帰結」では、一時帰宅の効果と課題が示唆された。効果としては、家族のほうから一時帰

宅の話題を報告してくれるといったエピソードが語られたが、これは、状況把握や介入を繰り

返してきたことの成果であると思われる。また、課題としては生活の主体がどこかわからなく

なるような一時帰宅について触れられたが、このようなケースは一時帰宅を実施することによ

り、児童の心理的な揺れが生じやすい典型例ではないかと思われる。また、職員の想いについ

ても語られたが、これまでの知見からさまざまな想いを抱きながら個々のケースに対応してい

ると考えられ、支援方針にも少なからず反映されていると思われる。

2. 関係調整のプロセスについて

　次に、関係調整のプロセスについて考察したい。まず、図 1 に示された関係調整カテゴリー

関連図では、施設職員は単に児童と家族を引き合わせるという役割だけでなく、児童と家族の

状況を把握しながら支援方針の検討を行い、介入が行われるといった小循環関係調整と、支

援方針から交流が試みられ、交流に関するアセスメントを通して再び支援方針が検討されると

いった大循環関係調整が示唆された。これは、小循環関係調整を経て大循環関係調整が行われ、

並行しながら小循環関係調整が継続されていることが考えられる。

　まず、小循環関係調整は、家族との交流を行うための準備段階である。施設職員は児童およ

び家族から状況を把握するための聴き取りを行いながら徐々に信頼関係を築くことで、大循環

関係調整を行うための土台作りが行われているのではないかと思われる。さらに、小循環関係

調整の繰り返しにより、きめ細かいアセスメントが可能となるのではないだろうか。この小循

環関係調整の作業が丁寧に行われないまま大循環関係調整を行った場合は、関係調整の不調の

可能性が高まることが考えられる。

　大循環関係調整では同時に小循環関係調整を並行させて行うことが重要であると思われる。

例えば、大循環関係調整では交流場面でのアセスメントが重視されるが、小循環関係調整では

児童および家族の日常場面でのアセスメントが重視されるため、日常場面と交流場面とのつな

がりに関するアセスメントを行うことに意義があると考えられる。また、状況あるいは帰結の

プロセスが欠如したまま介入が行われた場合には、機能不全が起こることが考えられる。大循

環関係調整のプロセスで不調な場合は、リスクを回避するためにも小循環関係調整に立ち戻る

ことが重要であると思われる。

3. 仮説モデルについて

　児童と家族の関係調整仮説モデルが図 2 により示されたが、関係調整カテゴリー関連図で提

示されたプロセスでは捉えにくい長期的な視点での示唆が得られたと思われる。また、状況重

視期、行為重視期、帰結重視期の 3 つの時期と、自助支援層、中間層、家庭復帰支援層の 3 つ
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の層からモデルが生成されたことで、関係調整を包括的に捉えることが可能となった。

　さて、関係調整仮説モデルを通して 2 つの仮説を述べたい。まず、1 つ目の仮説として、関

係調整Ⅲ期（帰結重視期）の矢印で示した家庭復帰支援層と自助支援層を行き来するような不

安定な交流パターンを繰り返している児童は、施設内で「問題行動」として表現される可能性

が高まるのではないかと考えられる。このような不安定な交流は、児童に心理的な負荷がかか

るだけでなく施設職員も疲弊することになり、「関係調整危機」として事態を重くみる必要が

ある。不安定な交流の要因としてはいくつか考えられるが、例えば、家族の一時的な感情によ

り交流の実施と中断が繰り返されている場合などが想定される。2 つ目の仮説として、中間層

の児童は他の層の児童と比べて心理的に不安定であり、施設内での「問題行動」が顕著に現れ

るのではないかと思われる。また、中間層の児童は退所後の見通しがつきにくいため、他の層

よりも関係調整に苦慮していることが想定される。

　「関係調整危機」が心配される事例や中間層の児童については、児童の「問題行動」といっ

た一側面だけで捉えようとせず多角的な検討が求められるが、さまざまな要因からの検討を含

めた仮説の検証が今後の課題である。

4. おわりに

　本研究では、児童養護施設における児童と家族の関係調整に関して質的分析が行われ、関係

調整のプロセスが明らかになった。また、児童と家族の関係調整に関する仮説モデルが生成さ

れ、関係調整を担う施設職員の役割が示唆された。これまで、菅野（2005）、菅野・元永（2006b; 

印刷中）の研究では一時帰宅と「問題行動」として現れる児童の行動について量的分析を行っ

てきたが、今回は関係調整の過程で現れる児童の心理的な揺れについて質的分析により示唆さ

れたことで先行研究の妥当性が高まったのではないかと思われる。また、菅野・元永（2006a）

では、入所児童の小学生において「問題行動」が顕著に観察されるという結果が得られたが、

本研究で分析対象となった児童は小学生であったため、本研究により「問題行動」の背景にみ

られる児童の心理的な揺れについて明らかにしたことは有意義であった。

　本研究の課題としては、一箇所の児童養護施設を対象としたため、支援方針などについて他

施設と結果が若干異なる可能性が考えられる。また、職員の経験年数によりデータにばらつき

がでるのもやむを得ないであろう。今回は分析対象を小学生としているため、それ以外の年齢

層のケースでは相違があると思われる。そのため、他の年齢層を分析対象として行うことも課

題である。児童の心の揺れへの支援の詳細について明らかにすることや、家族と施設職員との

関係性について明らかにすることも課題として残された。このようにいくつか課題は挙げられ

るが、まずは本研究で得られた仮説の検証を行い、さらに研究を発展させたい。
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