
Abstract

The purpose of this study was to have discussed "Consultation of the interaction" in the 

Child Welfare Institution. The clinical psychologist used a psychological assessment that 

applied the Family Image Test as a method of interactional consulting. As a result, the 

change in the interrelationship of the children in the group was understood. And, it served 

to help us understand the work of the Care Worker objectively. Moreover, the Clinical 

Psychologist had the opportunity to understand the children who had participated in the 

play therapy.
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Ⅰ．問題と目的

１．児童養護施設の現状

　厚生労働省（2010）によると、全国の児童相談所における児童虐待相談件数は、約 4万 4千

件と過去最多の数値を示している。さらに、平成 20 年度の児童虐待による死亡事例は、67 人

と 5年前の約 3倍に増加し、深刻な状況となっている。児童虐待等により児童相談所に一時保

護した児童のうち家庭に戻せないと判断された場合、児童福祉施設への入所（措置）となる。

なお、児童という用語は、児童福祉法により 18 歳に満たない者と定められており、児童虐待

等で児童相談所に保護される対象年齢も 18 歳未満となる。厚生労働省（2007）によると児童

福祉施設への措置全体の 67.2% は、2 ～ 3歳から 18 歳未満を幅広く受け入れている児童養護
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施設への入所となっており、主要な措置先として対応に追われている。

　全国の児童養護施設は、2007 年 10 月時点で 564 か所設置されている。現在、施設職員によ

るケアを受けながら生活する児童は、約 3万人みられる。児童養護施設の生活場面で日常的に

児童のケアを担当する職員を直接処遇職員と呼ぶこともあるが、ここではケアワーカー（もし

くは職員）としたい。児童養護施設に入所した児童の多くは、自分の誕生や現在の施設生活、

そして自分自身の存在について否定的な感情を抱く場合もあり、親から不適切な扱いを受けて

きたことも影響し施設入所後に暴力的な行動や盗み、夜尿等として表現することもある（東京

都社会福祉協議会児童部会リービングケア委員会，2008）。そのため各児童養護施設では、児

童の心のケアへの対応を急がれており、そのうえ児童の問題行動等に苦慮するケアワーカーの

疲弊も懸念されていることから、ケアワーカーを支える役割の担い手として心理職の配置を促

進している。現在すでに多くの児童養護施設において臨床心理士等の資格をもつ心理職が、児

童の心のケアに関連する業務を行っている。

２．ケアワーカーを支える心理職の役割

　児童養護施設にて実践する心理職の主な業務として、１）個別心理療法、２）コンサルテー

ション、３）心理アセスメント、がある。なお、いずれの業務もチーム援助の視点をもち、ケ

アワーカーと協力しながら児童をケアしていく姿勢が求められる。さらに心理職は、ケアワー

カーと児童の関係を促進させるための役割も期待されている（井出，2007）。家庭状況によっ

て児童が週末等を利用して自宅に一時帰宅することもあるため、児童、家族、支援者間で起こ

っている力動を心理アセスメントする視点も重要となる（菅野・元永・春日，2009）。

　さて、ここで心理職による間接的な児童への援助としてコンサルテーションと心理アセスメ

ントについて取り上げたい。

　従来型のコンサルテーションの意味として、コンサルティ（相談する人）がコンサルタン

ト（相談を受ける人）から助言をもらうプロセスとされる。東京都社会福祉協議会児童部会

（2003）によると多くの児童養護施設では、心理職（コンサルタント）によるケアワーカー（コ

ンサルティ）に対するコンサルテーションの実施を個別心理療法と並ぶ主要な業務として報告

している。加藤（2006）によると児童養護施設のケアワーカーは、児童の行動に巻き込まれる

ことによって生じる感情の整理を必要とし、コンサルテーションを行うことでケアワーカーに

ゆとりを生じさせ、生活集団の関係性の整理を行うことで新たな視点を盛り込んだ具体的な行

動を試みるようになると述べている。

　心理アセスメントは、人間の心理や行動を理解しようとする際、生育歴の聴き取りや行動観

察の他にさまざまな検査や尺度によって客観的に状態を把握することを指す（上野，2005）。

一般的に児童養護施設では、知能発達検査（主にWISC）等に加えプレイセラピー場面で描画

テストをとることもある。菅野・元永（2006）は、施設で行動チェックリストを実施し施設全
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体の児童の傾向について検討している。臨床心理アセスメントの理論モデルとして岡堂（1998）

は、心理測定論モデル（psychometric model）、精神力動論モデル（psychodynamic model）、

行動理論モデル（behavioral model）、生態システム論モデル（ecosystemic model）を挙げて

おり、そのなかでも生態システム論は、個人や集団の関わるコンテクストを多面的多水準的に

把握しようとする立場である。これは、児童養護施設のような生活集団のアセスメントを行う

うえで必要な視点であろう。しかし児童養護施設において児童の生活集団をシステムと捉え客

観的に評価する心理アセスメントに関する研究や報告は、これまであまりみられない。

３．相互コンサルテーションについて

　さて石隈（1999）は、相互の専門性を尊重した相互コンサルテーションについて提唱してい

る。相互コンサルテーションは、コンサルテーションと異なる点としてコンサルタントとコン

サルティの関係を一方向とせず、相互方向となることを特徴とする。つまり互いの専門家同士

が、互いに専門性を尊重しながら進めるコンサルテーションとなる。なお相互コンサルテーシ

ョンのメリットとして、チーム援助者が協力して子どもを総合的に理解しようとする、一方の

専門家への依存や抵抗が少なくなる、従事する領域や所属する組織での経験の浅い者が現場を

知る機会となる、の３つの点を指摘している。心理職の立場としては、個別心理療法を担当す

る児童に関してケアワーカーに対し一方的に助言するよりも、児童個人や生活集団をケアする

専門家として尊重する姿勢をもつべきである。そして、めまぐるしく変化する生活集団を相互

コンサルテーションを通して把握することで、児童への理解がより豊かになるのではないだろ

うか。

４．目的

　本研究では、生態システム論モデルの観点から生活集団をシステムとして捉え、生活集団シ

ステムにみられる相互作用に着目する。そのうえで、寮児童を担当するケアワーカーとの相互

コンサルテーションの試みとして、生活集団の心理アセスメントを行う。そして、ケアワーカ

ーのイメージする生活集団が、どのように視覚化されているかということも踏まえ、生活集団

の関係性の変化やケアワーカーの感情の変化を追跡的に明らかにすることを目的とする。さら

に生活集団の心理アセスメントとしての有用性にも触れながら、相互コンサルテーションの意

義を検討したい。

Ⅱ．方法

１．対象

　対象者は、首都圏にある児童養護施設（以下、施設Aとする）に入所するB寮の児童 15 人

（幼児から高校生）とした。B寮の児童は、それぞれ性別とAからOのアルファベットで示し
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た。B寮を対象とした理由として、施設Aの心理職でもある筆者が、B寮の児童 2人（男子

Bと男子 F）の心理療法を担当しているため相互コンサルテーションの機会になるとの狙いか

らであった。また、B寮のケアワーカーより「寮児童の生活集団を客観的に捉える方法を教え

て欲しい」という要望に応える形にもなった。

　今回は、施設Aの職員であるB寮の担当ケアワーカー（児童指導員及び保育士）4人が被

検者となり、対象者 15 人に関する生活集団の心理アセスメントへの取り組みを依頼した。4

人のケアワーカーは、職員A、職員B、職員 C、職員Dとした。

　対象者の生活するB寮は、男女混合の中舎制寮である。B寮は施設Aの敷地内にあり周囲

に同じ規模の寮も隣接している。B寮のケアワーカーは、4人体制で担当しているものの、交

代勤務制（宿直勤務）のため実質 1人のケアワーカーにより 15 人の子どもをケアしなければ

ならない時間帯もある。B寮の構造としては、寮児童全員の集える共用スペースの他、定員 2

～4人の男女別の個室等からなる。児童は近隣の学校に通学し、朝食と夕食を集団で共に摂る。

　ケアワーカーの業務内容は多岐にわたり、保護（受け入れ準備）、養育（生活習慣の指導）、

生活環境上の世話（掃除、洗濯、買い物）、炊事（調理、片づけ）、教育支援（授業参観、学校

行事参加）、親子関係調整（親との面接、一時帰宅の調整、家庭復帰の調整）、自立支援（進路

相談、退所準備）、児童相談所との連携、地域関係の調整（地域の子育て支援）、その他に職員

会議、記録の時間、職員間の連携も含まれる。ケアワーカーは、このような多忙な業務のなか

で児童の問題行動等に対応しなければならず、児童の生活集団の関係性やケアワーカーとして

の児童への関わり方についてじっくりふりかえる時間をとれないのが実情である。

２．実施方法

　１）対象の把握

　まずB寮 15 人の児童成員の特徴を捉えるため、200X 年 7 月に児童を担当するケアワーカ

ーに対し調査票への記入を筆者が依頼した。調査票では、年齢や入所理由、同じ寮で生活する

きょうだいの有無、入所年数、児童本人の課題等の質問からなり、選択肢で回答する項目と自

由記述で回答する項目で構成されている。調査票は、留置調査とし後日回収した。倫理的な配

慮として児童の個人名の記入を避け、児童が特定されないようにし調査票の管理を徹底した。

　さらに、児童だけでなくB寮の担当ケアワーカーの性格特性を把握するために、各職員に

対しEPPS 性格検査（Edwards Personal Preference Schedule）を実施した。EPPS は、達成、

追従、秩序、顕示、自律、親和、他者認知、求護、支配、内罰、養護、変化、持久、異性愛、

攻撃の 15 の性格特性から構成される 225 項目からなる質問紙法性格検査であり、人の基本的

欲求を測定できる。生活集団の心理アセスメントと別途でEPPS に取り組んでもらった理由と

して、各職員の欲求が、児童集団にどのように影響しているのかを推測する指標にしたかった

からである。EPPS は、第 1回目の相互コンサルテーションの実施 2週間前に施設Aの会議
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室で各々に配布し、口頭でこちらの意図を説明したうえで配布した。持ち帰り回答型の方法を

とり、一週間後に回収した。EPPS の結果については、相互コンサルテーションの際に口頭で

伝えることとし、ケアワーカーより了解を得た。なお、EPPS の実施にあたって事前に拒否で

きることを説明し、結果用紙の取り扱いについて個人が特定されないよう倫理的配慮を行う旨

を伝えた。

　２）相互コンサルテーションの意図と手順

　今回の相互コンサルテーションは、a）生活集団の心理アセスメントを通して心理職がケア

ワーカーに対しフィードバックすること、b）ケアワーカーが心理職に対し心理アセスメント

への取り組みを通して生活集団で起こっている関係性を伝えること、の 2点を意図して進めら

れた。まず、相互コンサルテーションの機会を 2回設けた。第 1回目は、200X 年 7 月に行われ、

「相互コンサルテーションⅠ」と位置づけた。その 1年後に、第 2回目として 200X+1 年 7 月

に実施し、「相互コンサルテーションⅡ」とした。

　今回、児童の生活集団の心理アセスメントとして用いたツールが、家族イメージ法である。

家族イメージ法（Family Image Test）（以下、FITとする）は、投映法に分類される心理検

査である。本来、個々が家族にどのような視覚的イメージを抱いているかを明らかにすること

を目的とし使用される。具体的には、5種類の円形シールを個々の家族メンバーに見立てて、

用紙上に印刷された正方形の枠内に配置するように求める（亀口，2003）。

　検査用紙はB4判（見開き）で、左半ページに実施要領が記載され、右ページに一辺 15 セ

ンチの正方形の枠が描かれている。被検者は、この枠内に生活集団の成員を表す円形シールを

配置することで、被検者のイメージする生活集団像を二次元平面に投映するよう教示する。5

種類の円形シールは、直径 1.6 センチの大きさで関心の方向を指し示すための矢印を有する。

さらにシールは白から黒までの 5段階に色分けされており、色の濃淡で各成員のパワーの段

階を表わせるようになっている。これは、黒色に近づくほどパワーが強く、白色に近づくほど

パワーが弱くイメージされていることを意味する。また各シールの間を線で結ぶように教示す

る。線の強度は、3段階に設定してあり、そのいずれかを選択して貼り込むか、鉛筆やボール

ペンなどで書き込むように教示する。この線は、各二者間の結びつきの強度を表わすものであ

る（システム心理研究所，2003）。

　今回、B寮の成員を一家族と見立て、心理アセスメントにFITを用いた。そして、相互コ

ンサルテーションのなかで心理職がFITのフィードバックを行った。相互コンサルテーショ

ンは、施設Aの会議室にてケアワーカー 4人と心理職（筆者）の 5人で和やかな雰囲気で行

うように設定した。相互コンサルテーションの内容を表 1に示した。相互コンサルテーション

Ⅰでは、第 1回目 FITの結果を視覚的にフィードバックしながら検討とふりかえりを行うこ

ととした。ケアワーカー個人のEPPS については、特徴的な結果のみ伝えるようにした。コン

サルテーションⅡでは、第 2回目 FITの結果のフィードバックと、第 1回目 FITとの比較を
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通してふりかえりの作業を行った。

　　

　相互コンサルテーション時の心理職によるフィードバックでは、各成員の向きや結びつき、

パワー等に着目しながら特徴を解説した。その過程でケアワーカー側も感じたことを言葉にし

てもらうように促した。また心理職がFITを通して生活集団の理解を深めるために、ケアワ

ーカーから教わる時間を設けた。相互コンサルテーションは、各約 1時間で行われた。時間内

に扱えなかった内容については、後日個別にディスカッションすることとした。

３．分析方法及び提示方法

　生活集団の成員については、まず調査票で得られた回答から生活集団の成員の特徴を表にま

とめた。年齢は、児童の特定を避けるため小学生、中学生、高校生とし、小学生については低

学年、中学年、高学年の 3段階に分けた。つぎに、ケアワーカーの特徴として、性別と年齢層、

EPPS で高得点だった特徴を表にまとめた。採点は、EPPS 性格検査手引（1970）に沿って行

った。また、職員全体の欲求バランスを明らかにするため、各職員の得点を算出したうえで、

4人全員の各尺度得点の平均を算出した。

　FITの結果については、ケアワーカーを含めた成員のパワーを明らかにするため、FIT（家

族イメージ法）マニュアル（2003）に沿って算出した。シール色の濃い順に 5、4、3、2、1 と

して加算し、第 1回目と第 2回目の比較ができるように表にまとめた。またケアワーカー個人

のパワーの変化を括弧で示した。

Ⅲ．結果

１．対象の属性

　１）生活集団の成員の特徴

　B寮の児童の特徴を表 2にまとめた。全体的な特徴として、同じ寮内にきょうだいのいる児

童が 4組いることと、主な入所理由としてネグレクトと親の精神疾患が多くを占めていた。平

均入所年数は、4.7 年であった。

　

表１　相互コンサルテーションの内容

実施日 内容

相互コンサルテーションⅠ 200X 年 7 月 第 1回目 FITフィードバック、ふりかえり、
EPPS フィードバック

相互コンサルテーションⅡ 200X ＋ 1 年 7 月 第 2回目 FITフィードバック、第 1回目
FITとの比較、ふりかえり
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　２）ケアワーカーの特徴

　ケアワーカーの特徴を表 3に示した。職員Aは、入職してまもない新任職員であった。

EPPS の結果では、自己分析や他人の性格に関心をもち、計画的に物事を進める堅実な性格傾

向を示した。他の職員は、施設Aに長く勤める中堅もしくはベテランであった。職員Bは、

手がけたことに最善を尽くし、人に対して親切心と同情心をもって接するという性格傾向を示

した。職員Cは、自分の気持ちを本人にはっきり主張できる側面をもち、困っている時に周

囲の助けを得ることのできる性格傾向であった。職員Dは、グループ内でさまざまな人の意

見を柔軟に取り入れ、ほめ上手である特徴を示した。

　4人全員のEPPS の結果を尺度ごとに加算して平均を算出したところ、多くの尺度で平均的

表２　生活集団の成員の特徴

成員 年齢層 きょうだい 主な入所理由 本人の課題など 入所年数
女子A 幼児 ── ネグレクト なし 3年半

男子B 小学生（低学年） 女子G 両親の離婚 知的発達の遅れ、対人関
係不調 6年

男子 C 小学生（低学年） ── ネグレクト 夜尿 3年半
女子D 小学生（中学年） ── ネグレクト 夜尿、家庭復帰間近 3年半
女子E 小学生（中学年） 女子 I 母親の精神疾患 学習不振 1年
男子 F 小学生（中学年） ── 両親の逮捕 暴力、対人関係不調 8年
女子 G 小学生（中学年） 男子B 両親の離婚 集団生活に合わせられず 8年
男子H 小学生（高学年） 女子M 両親の離婚 知的発達の遅れ 3年半
女子 I 小学生（高学年） 女子E 母親の精神疾患 対人関係不調 1年
男子 J 中学生 ── ネグレクト 暴力、チック 6年
男子K 中学生 男子 L ネグレクト 自己表現の苦手 2年
男子 L 中学生 男子K ネグレクト 注意力の欠如 2年
女子M 高校生 男子H 両親の離婚 家庭復帰の見込みなし 6年
男子N 高校生 ── ネグレクト 盗み 6年
男子O 高校生 ── 両親の精神疾患 盗み、知的発達の遅れ 10 年
備考）　 B寮にきょうだいがいる児童のみ示し、グレーで色づけした。入所年数は、施設Aの総入所年数であ

る。女子ＡはFIT第 1回目の後に他の寮より移動し、男子ＯはFIT第 2回目の前に施設Aを退所し
た。

表３　ケアワーカーの特徴（EPPS結果）

性別 年齢層 EPPS で高得点だった性格傾向
職員 A 男性 20歳代 秩序、他者認知
職員 B 男性 40歳代 達成、養護
職員 C 女性 30歳代 求護
職員D 女性 40歳代 追従
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な数値であった。

２．相互コンサルテーションの経過

　１）FIT の結果のフィードバックとふりかえり

　（１）職員Ａの結果

　図 1-1 では、二極化されており左上に職員Aを配置し、対極する位置に誰とも関係を築け

ていない男子Bを置いていた。図 1-2 になると、中央にいる小学生集団を中学生、高校生が囲

むように配置しているのが特徴的であった。職員Aの立ち位置は、第 1回目に配置した男子

Bの位置であり、孤立している男子Bは小学生集団への関係をもちつつ男子Fに目を向けて

いるといった変化がみられた。

　職員Aのふりかえりによると相互コンサルテーションⅠでは、力関係の明確さを再確認で

きたことを強調していた。相互コンサルテーションⅡでは、第 1回目に生活集団を客観的に捉

えられたものの児童にうまく介入できなかったことをふりかえり、現在では生活集団でのケア

を行うなかで児童と関わる手ごたえを感じているという感情が語られた。

　（２）職員Ｂの結果

　図 2-1 では、小学生と中学生を分割させている点と、パワーの濃い高校生を上部に配置して

いる点であった。気になる存在としては、集団に交わろうとしない男子Oの向きであった。

図 2-2 になると、パワーの濃い中学生（男子 L）や高校生（女子M、男子N）が、職員Bと共

に下から小学生らを支え見守っているような配置となった。職員Bの立ち位置やパワーに変

化がないのも特徴的であった。

　職員B自身のふりかえりでは、相互コンサルテーションⅠにおいてきょうだいの結びつき

職員A
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図 1-1　職員 Aの第 1回目 FIT
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図 1-2　職員 Aの第 2回目 FIT

84



の強さを再認識したことが語られた。また、高校生や小学生集団のトップの影響力をFITで

ふりかえることができたとのことであった。相互コンサルテーションⅡでは、児童との距離感

が難しい時期であったと語り、FITを通して職員集団が児童集団に与える影響を感じたとも

語った。また、きょうだい関係の強いつながりや小学生の関係性の変化も浮き彫りになると述

べていた。

　（３）職員Ｃの結果

　図 3-1 は、男子 Fとの関係性を中心に配置していることと、男子Hの向きが集団と正反対

の位置としていること、全体的に輪を囲むように配置していることが特徴的であった。図 3-2
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図 2-1　職員 Bの第 1回目 FIT
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図 2-2　職員 Bの第 2回目 FIT
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になると、配列に変化が生じており、右に中学生・高校生の男子グループが密着していた。ま

た、中央と左側にその他の児童が向き合うような配置になっていた。B寮に移動してきてまも

ない女子Aは、職員Cの左横で助けを求めるような眼差しを向けているようであった。職員

C自身の立ち位置とパワーに変化がみられていることも特徴的だった。

　職員Cのふりかえりとして相互コンサルテーションⅠでは、人数の多さゆえに児童への理

解の深まりに欠ける面を自覚したとふりかえった。相互コンサルテーションⅡにおいては、自

分がどういう視点で生活集団に関わっていたかということを再認識したと語られた。

　（４）職員Ｄの結果

　どちらの図も全体的に児童が職員Dとの関わりを求めているような配置であった。図 4-1 で

は、職員Dと男子Cおよび女子Dとのつながりの強さを示した配置となり、小学生の対応に

追われ、背後にいる女子Eと女子Mになかなか振り向けないような光景を連想させる配置で

あった。集団に埋もれ孤立した配置になっているのが、男子Bである。図 4-2 では、図 4-1 の

やや雑然とした配置に比べ空間に広がりをもちすっきりしており、中学生・高校生男子は少し

距離を置いているものの職員Dを囲むようにバランスよく配置されていた。集団とまったく

正反対の向きであった男子Bも男子 Cとのつながりをもちながら集団に交わっていた。最も

大きな変化は、職員Dのパワーであり、最大のパワーから最小のパワーに変化していた。

　職員Dによるふりかえりとして相互コンサルテーションⅠでは、FITを用いることで客観

的に判断できたものの、自分に向いている児童に対し思うように言葉がけできない自分の改善

点を挙げた。相互コンサルテーションⅡになると、「調和がとれている」とふりかえり、ケア

ワーカーとしての立ち位置を再確認したと語られた。
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図 4-1　職員Dの第 1回目 FIT
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　２）全体のふりかえり

　全体のふりかえりとして、生活集団のパワーと変化を示した。職員ごとに児童集団のパワー

が異なっており、パワーの数値の変化もさまざまであった。職員個人のパワーの変化として、

男性職員に変化がなかったものの、女性職員に変動がみられた。

　相互コンサルテーションⅠでのふりかえりでは、「児童との関わりを検討する題材になるた

め有意義な時間であった」といった感想や、「職員が児童集団に向かうエネルギーをチームと

して自覚すること」、「職員同士がチームとして生活集団の捉え方を互いに共有すること」の必

要性が挙げられた。

　相互コンサルテーションⅡでは、「職員同士の極端な違いを認識していく作業が必要である」

といった意見や、「チーム援助が機能しているかということを確認する意味もある」「職員同

士でFITに極端な差がみられた場合、なぜ差が生じたのかを具体的に検討しないとならない」

といった発言もあった。全体では、「FITは視覚的に認識できるので生活集団を捉える方法と

してわかりやすい」という点で一致した。

Ⅳ．考察

１．生活集団の心理アセスメント

　生活集団の心理アセスメントでは、まず児童の向きとケアワーカー自身の位置に着目した

い。例えば、図 1-1 での男子 Bは、どこを向いているわけでもなく集団とのつながりを感じ

させない配置であった。相互コンサルテーションでのふりかえりでも、男子Bはいつも集団

に埋もれていて存在の薄さも課題であると語られていた。筆者は、男子Bの心理療法を担当

していることもあり、ケアワーカーより定期的に経過を聴いていた。後日談として職員Aは、

第 1回目の FITへの取り組みもきっかけとなり、他人との関係をうまく築けない男子Bとの

関わりに力を入れるようになった。のちに職員Aは、施設全体で行われる事例検討会にて男

子Bについて発表したほどである。この男子Bは、生後まもなく母親と離別しており乳児院

で育てられている。施設Aに措置変更されてからは、父親の自宅に一時帰宅をすることがあ

るものの、父親からの悪影響で一時帰宅を終えると心身ともに調子を崩すこともあった。一時

表４　生活集団のパワーの変化

全体のパワー（職員個人のパワー）
200X年 200X ＋ 1年

職員 A（男性） 38（3） 37（3）
職員 B（男性） 50（5） 55（5）
職員 C（女性） 34（4） 39（5）
職員 D（女性） 46（5） 41（1）
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帰宅の悪影響として、衝動的な行動が増え言葉遣いが悪くなる（菅野・元永，2008）、生活習

慣が乱れる（菅野・遠藤・島田・原・春日・大内・石井・元永，2007）といったことも指摘さ

れており、一時帰宅による児童の行動が、生活集団全体に影響を及ぼすこともあるため、親か

らの影響も踏まえながら検討を進める必要がある。

　他の例をみてみると図 2-1 に示される男子Oは、入所 10 年目で最年長の高校生であるもの

の生活集団から目をそむけているように配置された。他の職員のFITでは、集団に交わって

いるようにみえる。しかし退所前の時期で両親も精神疾患とあって、親子関係の悩みや将来へ

の不安を抱えている可能性が考えられ、B寮で長期にわたって従事している職員Bに何らか

のサインを背中で送っていたのかもしれない。表 2に示しているようにB寮は、ネグレクト

の児童や精神疾患の親を抱える児童の多い寮であるため、ケアワーカーに対し親から満たされ

なかった愛情を補おうとし、さまざまな特別な感情を抱きやすいのではないだろうか。ネグレ

クトの心理的特徴として奥山（1999）は、感情分離（過度の愛情希求と離れることの繰り返し）、

感情の極端な抑圧、他者と共感する能力の低下、暴力等を指摘している。生活集団から目を

背け孤立している姿は、図 3-1 の男子Hでも示されている。図 3-2 になると職員Cの横に居る

ことから不安定な人間関係を連想させる。表 2にあるように男子Hは、両親の離婚で家庭復

帰の見込みもないとされており、姉の女子Mとのつながりの強さをどの職員も認識している。

関係調整がうまくいかず、家庭復帰の見通しのつきにくい児童の場合、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に検討することが求められる（菅野・安達・渡部・阿

部・香月・手塚・林・松ヶ迫・元永，2008）。このように、児童の家族関係に関連させながら

FITを検討することも大切にしたい視点である。

　

２．相互コンサルテーションの意義

　本研究では、相互コンサルテーションの観点を児童養護施設に根づかせたいという筆者の意

図もあり、相互コンサルテーションという用語をあえて用いてきた。今回の相互コンサルテー

ションを通して、石隈（1999）のいう相互コンサルテーションの 3つのメリットをあらためて

検討してみたい。B寮担当の 4人のケアワーカーによるFITを用いた共同作業を行うことで、

援助チームとしての信頼関係をより深めたことが考えられる。そして、今回は一方向のコンサ

ルテーションでないため、問題の丸投げのような依存的な対話もなかった。生活集団に関して

心理職がケアワーカーに教わりながら児童の心理を一緒に検討することは、若手・中堅の児童

養護施設心理職にとって貴重な体験となることも再確認した。本研究の独自性は、客観的に捉

えにくい生活集団の心理アセスメントを行い、フィードバックを伴う相互コンサルテーション

を 2回に分けて追跡的に実施したことである。菅野・渡部・安達・柴谷・谷口・大橋・島田・

遠藤・原・春日・石井・大内・元永（2008）は、児童の心理的変化に長期的に着目することの

重要性を指摘している。職員Aのふりかえりの語りからもわかるように、第 1回目の FITを
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通して児童への介入がうまくいっていなかったことを自覚しており、第 2回目には 1年前の

FITの比較を通して介入の手ごたえを感じていた様子である。このような相互コンサルテー

ションが、ケアワーカーの質を高めるきっかけになる可能性もある。

　多忙な業務に追われるケアワーカーは、日常のふりかえりの作業を行うゆとりのない場合も

多い。特に、児童に対するポジティブあるいはネガティブな感情が強く生じている場合、児童

への特別な感情を高めることで燃え尽きてしまい、児童の生活を支える機能を崩壊させてしま

うリスクもある。このような事態を避けるためにも、心理アセスメントを通してケアワーカー

を支える心理職の役割が期待される（菅野、2009）。今回は、FITを用いているものの、他に

も視覚的、体験的に児童の理解を促進できるような心理アセスメントが望まれる。

３．本研究の課題

　今回、相互コンサルテーションとしての時間が少なかったこともあり、FITについて丁寧

に尋ねることができなかった。このような不足を補うためにも、FIT実施後に児童養護施設

ケアワーカー専用のふりかえりシートに書いてもらうといった工夫が必要である。ふりかえり

シートの例として、どのあたりに力点を置いて貼ったか、何を意図して配置したか、新たな発

見があったか、自分の思い入れの強い児童もしくは思い入れの弱い児童はいたか、職員自身の

パワーの色はなぜその色にしたか、などが考えられる。もう少しケアワーカーの感情に働きか

けるような相互コンサルテーションの方法も必要である。今回 1年後の FITを比較検討した

が、例えば 3カ月間隔で変化を追うという方法も考えられる。もう少し実施間隔を狭めること

ができれば、児童の生活集団の変化を段階的に追えたかもしれない。その他にも、EPPS の活

用の仕方やFIT以外の心理アセスメントの適用等を検討することも課題である
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