被虐待児症候群について

され︑今日では Buttered Child Synd-年︑ Silverman4)
は Caffey
の報告と
︵被虐待児症候群︶として小児科 類似した所見を有する症例を経験し︑
rome

学の成書 1)2)
に記載されているにもか
はじめに
か
わ
らず︑わが国においては医学的に
わが国の児童憲章には︑﹁すべての
検
討
された報告はきわめて少ない︒
児童は家庭で正しい愛情と知識と技術
最近当教室において︑二例の典型的
をもつて育てられ︑家庭に恵まれない な被虐待児症候鮮の死亡例を経験し︑
児童には︑これにかわる環境が与えら 今後わが国においても多発することが
れる﹂︑さらに﹁すべての児童は適当な予想され︑しかも本症候群の死に至ら
栄養と住居と被服が与えられ︑また疾 ない症例を含めると膨大な数にのぼる
病と災害からまもられる﹂と記されて と推測されることから︑自験例の提示
おり︑また児童福祉法により︑小児保 とともに諸外国の文献を紹介し︑臨床
健や児童福祉に対する国民︑国および 医家の参考に供したい︒
公的機関の責任が述べられている︒
しかし︑最近親がわが子を虐待︑遺
一︑ 歴
史
棄︑時には殺害するという異常な事件
小児の虐待が医学的に注目されたの
が新開などのマスコミでたびたび報道 は︑一九四六年の
の論文 が
Caffey
3)
され︑社会に衝撃を与えている︒
最初とされている︒しかし︑彼の報告
欧米では約二〇年以前から︑主とし した慢性硬膜下出血と四肢の多発骨折
て小児科医により小児に対する虐待問 の合併小児例が︑虐待に基因すること
題が提起され︑学会でもいばしば論議 を当時洞察し得なかつた︒ 一九五三
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硬膜下血腫と四肢骨異常の合併は︑反
復して受けた外傷の結果であると推測
した︒ 数年後 Wooley
と Evans5)
は
この外傷が事故によるものでなく︑他
から受けた虐待によるものと考え︑虐
待したと思われる両親の社会的背景や
精神面にはじめて注目した︒
その後︑米国において年間数例の報
告がみられるのみで︑特別な注意は払
われなかつたが︑一九六一年︑米国小
児科学会シンポジウムで︑小児の虐待
例を国家的な規模で調査することが決
定され︑七一の病院と七七人の地方検
事がこれに参画した︒その成績は翌一
九六二年︑ Kempe6)
らにより報告され
年間七四九例の症例を発見し︑両親ま
たは養い親などの保護者から︑重熊な
虐待を受けた子供の臨床像を Battered
と命名した︒
Child Syndrome
らの発表はこの方面への関
Kempe
心をたかめ︑一九六二年以降一九六八
年までに米国をはじめ︑英国︑フラン
ス︑スエーデソ︑デソマークなどで相
次いで医学論文が発表され︑各国の実
態が明らかにされた︒わが国において
も多年にわたり存在してきたと思われ
るが︑一九六〇年代の後半から新開紙
上に被虐待例が散見され次第に数を増
してきたが︑医学独文としては一九七
一年︑佐竹 が
7)﹁小児の虐待﹂と題し
て紹介しているほか︑医学領域におけ
る検討は皆無といえる︒まずわれわれ

の経験した二症例を簡単に記載する︒
ニ︑症
例︒
症例 ○
1 ○○○︑一歳八カ月︑女児︒
昭和四五年○○月○○日︑全身けいれん
を主訴として当院急患室に来院︑母親より
の病歴聴取によると︑約一カ月前より患児
は夜間眠らず易刺激性となり︑次第にやせ
てきた︒しかしその間食事もとり︑発熱︑
下痢などもないため放置していたが︑来院
一週前より歩行がふらつき︑転びやすくな
つたという︒来院当日午後二時半風呂から
あがつた後︑急に全身の強直性けいれんが
現われ︑持続するため夜七時半来院した︒
理学的には体重七・五 kg
︵標準一〇・〇
︶と︑るいそう著しく︑皮膚蒼白︑意識
kg
喪失し︑呼吸不整︑瞳孔は両側散大︑対光
反射消失︑腱反射両側亢進︑腹壁反射は消
失し︑体表は図の如く︑全身に点状出血お
よび多数の小瘢痕および火傷痕などの外傷
によると思われる所見が認められた︒
検査所見としては︑赤血球数二五六万︑
血色素八・〇 ／g と
dl貧血があり︑両側眼
底にはうつ血乳頭︑放射状出血斑︑滲出性
白斑がみられ︑髄液は︑圧亢進︵四八〇
︑血性であつた︒
mmH︶
2O
直ちに入院させ︑チアノーゼ︑無呼吸発
作に対しバード呼吸を開始︑輸液なども施
行したが全身状態改善せず︑第四病日に死
亡した︒
本症の家庭環境は︑父︵三〇歳︶トラック
運転手︑母︵三二歳︶無職でともに再婚︑患
児は父の連れ子であつた︒ 母親は連日患児
に灸をすえたり︑ 投打折檻を加えていたが
父親は気付いていない︒ 食事も制限し︑少
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量を与えるのみであつたが︑帰宅の遅い父 ところ︑死亡しているようだが︑一度診察 などの名称が用いられている︒
小児の虐待︑ Battered-Child Synd親は気付いていなかつた︒なお︑来院当日 してほしいとの依頼で来院した︒
母親が患児を柱にぶつつけていたことが後
︵以下 BCS
と略す︶を定義づけ
初診時︑患児はすでに呼吸停止︑心音聴
rome
日判明した︒
取不能であり︑皮膚には左前額部に軽度の ることはかなり困難で︑単なる事故か
病理解剖所見：イ︑強度のるいそう︑ロ︑ 擦過傷があるほか異常なく︑栄養状態も良 ら生じたものと鑑別し得ない場合もあ
外傷性硬膜下および髄膜出血︑︑ハ︑口腔︑ 好であつた︒左眼底には放射状出血斑があ
る︒一般的には︑両親がなんらの理由
胃十二指腸のびらん︑大腸・直腸の出血︑ り︑髄液は血性を呈した︒死因は頭蓋内出
も無く子供に暴力をふるい︑身体的傷
ニ︑下垂体・胸腺・甲状腺の変性萎縮︑副 血によるものと診断した︒
腎皮質細胞・膵ラ氏島細胞の増加・増生が
本症の家庭環境は︑父︵四〇歳︶配管工︑ 害を加えたり︑食物を与えず︑衣類も
あり︑これらの諸変化は︑長期間の虐待と 母 三(〇歳︶無職︑ともに再婚であるが︑患 着たまま放置しておくなどの母性の喪
密接に関係していると思われた︒
児は二人の実子であつた︒死因に不明な点 失︑児の養育放棄といえるであろう︒
症例 2○〇○〇︑七カ月︑男児︒
があるため︑父親より話を聞くと︑母親は
頻度については︑かなりの数が家庭
昭和四七年○月○日午後七時︑急患とし 日頃から子供を嫌い︑実子であるにもかか
内
に
隠
さ
れ
て
い
る
疑
い
が
あ
り
︑
実
態
を
て来院した︒母親よりの病歴聴取によると わらず︑近所には自分の子供ではないと言
つかむことは困難である︒ Kempe9)
に
患児は同日午前九時︑乳幼児用車椅子から つて︑母親としての愛情を示さなかつたと
タタミの上に落ち︑二〇〜三〇分後ぐつた のことであつた︒当日は患児がよく泣くた よれば︑デンバーおよびニューヨーク
りしていたが︑意識は明瞭で嘔吐︑けいれ め︑タタミに投げつけたところ︑意識不明 では毎年一〇〇万につき一七五〜二二
んは無かつた︒その後ミルクを飲まず︑夕 になつたと告白した︒母親の育つた環境は 二人の発生の報告があり︑推定上出生
方四時頃右手にけいれんが出現し︑意識も
一〇〇〇人につき六人は虐待を受ける
複
雑
で
︑
問
題
が
あ
つ
た
よ
う
で
あ
る
が
︑
詳
細
消失していたようであるが放置していた︒ は不明である︒なお︑保健所では出生後半
と
述
べ
︑
ま
た
︑
外
傷
で
救
急
外
来
を
受
珍
しかし様子がおかしいので︑近医を訪れた 年を経過しても出生届が出ておらず︑一度
す
る
三
歳
以
下
の
小
児
の
一
〇
〜
一
五
％
は
も保健所を訪問しなかつたため︑とくにチ 本症であると報告し︑
ら 10)
は一
Ebbin
ェックしていなかつたとのことであつた︒
病院で年間一〇六人の虐待と思われる
三︑定義および
頻度
現在年少児が虐待により重篤な傷害
を愛けた状態は︑ Kempe
の命名によ
として
る
Battered Child Syndorome
記載されることが多いが︑ Parent-In︑
fant Trauma Syndorome8) (PITS)
Syndorome of the Abandoned Small
︑ Parenteral Maltreatment of
Children
︑ Pysical Abuse of Children
Children

(文献9)より引用）
■

No
症例

表1 年間新来症例（ピッツ
バーグ小児病院）

症例を経験している︒︑
表は
1︑米国の中規模病院小児科に
おける年間入院主要疾患名と例数であ
るが︑現在米国においていかに
BCS
が小児科臨床上主要な位置を占めてい
るかを如実に示している︒その他︑英
国︑フランス︑スエーデンなどのヨー
ロッパ諸国でもわれわれの想像を超え
た頻度で存在していると推定される︒
さらに Trube-Becker11)
は︑六歳以
下の小児で突然死した一三八五人の剖
検中︑八九人︵六・四％︶が虐待による
ものであつたと報告し︑原因不明の死
亡として片付けられる可能性を示唆し
ている︒

四︑症
状
の症状はすべて反復して受け
BCS
た傷害の結果生じたもので︑比較的軽
症のものから死亡に結びつく重篤な変
化まで︑表 の
2如く多彩である︒一般
には︑虐待によりかなり重篤な状態に
至るまで放置され︑どうにもならなく
なつた段階で︑急患として医師を訪れ
る症例が多い︒
典型的な症例では︑外見上るいそう
強度で栄養︑発育は遅延しており︑顔
貌は無欲状か︑逆におびえによる緊張
状態がみられ︑精神発達障害の存在を
疑わせる︒
直接的な傷害による変化としてもつ
ともよくみられるものは皮膚症状であ

り︑不潔︑皮下出血︑血腫︑擦過傷︑
裂傷︑創傷などが混在し︑四肢よりも
躯幹や背部に集中して見られる︒
その他熱傷も重要な皮膚所見であり︑
は︑重篤
Holter & Friedmanら 13)
な熱傷を受けた一三例の小児のうち一
〇例は受傷前に家庭内に心理的社会的
な問題が潜在しており︑うち三例は虐
待による故意のものであつたと述べて
おり︑特有なものとしてタバコの火に
よる火傷をあげている︒四肢には︑骨
折︑脱臼︑打撲によると思われる軟部
組織の腫脹がみられ︑同時に運動障害
が存在する︒なお︑骨折は多発性であ
り︑古くから BCS
診断上特徴的所見
であるが︑この点に関しては診断の項
で述べる︒頭髪は一部引抜かれている
ことがあり︑このため帽状腱膜下出血
が生じた例の報告 14)
もある︒
頭部では︑致命的なものとして硬膜
下血腫がしばしば認められ︑大泉門の
膨隆︑頭囲の急速な拡大︑嘔吐︑けい
れん︑昏睡などの神経症状が現われ︑網
膜出血もみられる︒眼科的所見も診断
の項で述べる如く重要であり︑とくに
眼底出血など広汎な眼内出血を生じ︑
視力障害を永久に残すことが多い︒特
異なものとして︑睡眠剤中毒死の例が
報告されている 7) 10)
︒
胸部では肋骨骨折︑胸腔内出血がみ
られる︒腹部損傷は硬膜下出血と並ん
でしばしば致死的な結果をもたらし︑
良
全身

発
皮膚

点状出血、皮下溢血、擦過傷、血腫
表皮剥脱、裂傷、膿胞、熱傷、火傷

不

表２ 被虐待児症候群の臨床所見
見
所

躯幹 胸部 肋骨骨折、胸腔内出血
腹部 胃腸管損傷→胃腸管破裂→ショック状態
肝・腎・脾破裂、腸間膜断裂
後腹膜腔血腫形成
四肢

軟部組織腫脹、骨折、脱臼→運動障害
眼
中枢神経

眼球内出血(網膜出血)、白内障→視力障害
硬膜下血腫、脳挫傷、脳震盪、脳出血→
脳圧亢進症状、意識障害、けいれん

五︑診断およぴ
鑑別診断
症状の項で述べた如く︑患児の全身
状態︑顔貌︑多彩な皮膚所見などで容
易に BCS
の疑いはもてるが︑両親ま
たは保護者は︑しばしば自分の犯した
行為を認めず︑単なる事故によるもの
と主張するため︑診断を下すことが難
しい場合が多い︒

は腹部内臓損傷により
Touloukian 15)
死亡した五例の BCS
を報告し︑十二
指腸︑空腸︑膵臓︑腸間膜の傷害頻度
が高いとしている︒その他胃︑肝臓︑
腎臓破裂でショック状態となる場合も
ある︒

育

床
臨
位
部

ら 16)
は被虐待児を選
Elmer
出するクライテリアとして︑
︵イ︶骨のレントゲン検査で種
々の時期の骨折が多発してみ
られ︑︵ロ︶傷害症状を裏付け
る疾病が見当らぬこと︑︵ハ︶
殴打したり虐待したことがあ
るか︑または傷害症状発生を
満足に説明する既応がないと
いう三条件をあげている︒
Ａ︑骨 折
がはじめて BCS
Caffey 3)8)
に閑しレ線所見を報告して以
来︑とくに四肢骨折は
BCS
診断上重要であり︑その特徴
は
︑ Silverman 4)
が
Caffey 3)8)
詳細に述べている︒彼らによると︑骨
端の離開や新旧様々の時期の骨折が混
在して同時にみられ︑多発性であり︑
とくに骨端部︑骨中間部では辺縁が不
規則で︑骨膜反応が亢進しているため
に骨板を形成しやすい︒これは︑幼若
小児では︑骨膜と骨膜下甘皮質との結
合が弱く︑骨膜が剥離して間隙を生じ
やすく︑一方︑牽引やねじれによる骨
膜下血管破綻の結果︑血液がこの間隙
に貯留して︑骨皮質の肥厚︑骨膜下骨
新生を促進することによるとされてい
る︒なお︑他の部位に代謝異常を思わ
せるような異常所見がないことも重要
である︒
骨折部は一般に長管骨のほか︑頭蓋
■

骨︑肋骨などが報告されているが BCS
の全例に骨折が存在するわけでなく︑
ら 10)
の五〇例の BCS
中骨折は
Ebbin
二一例にみられ︑長管骨骨折一四例︑
頭蓋骨骨折八例︑他部位の骨折六例︑
多発性骨折は五例であつた︒骨折が存
在しても外見上正常にみえる場合もあ
り︑また外傷後早期のレ線像には変化
が現われていない場合もあり︑二〜三
週間隔で全身骨のレ線検査を反復する
配慮が必要である 17)
︒
Ｂ︑神経学的所見
前述した如く︑神経症状としては一
才以下では硬膜下出血が生じやすく︑
大泉門の膨隆︑けいれん︑昏睡︑眼筋
麻痺などがみられる︒ Barib
ら 18
︶は︑
両側対称性の著明な腱反射亢進と筋緊
張亢進を示し︑広汎な神経病変と鑑別
困難な症例で︑短時日でこの神経病変

が消失した本症を経験し︑また
Bakは︑筋緊張は低下しているが︑
win 19)
腱反射が正常な同様症例を報告してい
る︒その他姿勢の異常︑常同運動がみ
られた例 19)20)
もあり︑これらはいずれ
も驚愕︑恐怖などの過剰なストレスに
より一時的に生じた運動ノイロンの機
能異常から発症したものと推定されて
いる︒
いずれにしても︑説明のつかぬ神経
学的所見を有する小児では︑必ず入院
による経過観察が BCS
を含めた疾病
の正確な早期診断への道となる︒

表 3 鑑別診断

六︑社会的および
精神的背景︵本
症発生の誘因︶
小児の虐待を診断し︑対処する場合
その家庭環境や社会的背景を考慮する
必要がある︒とくに虐待する親の精神
構造が古くから注目されているが︑虐
待を受ける子供の側にも問題となるべ
きものが存在する︒

Ａ︑子供について
の親に対する心理学的検討は︑
BCS
以来精神医学的に行なわれ
虐待を受ける子供の年齢は︑多くが
Wooley 5)
三歳以下であり︑自ら抵抗し得ない幼 ており︑通常分裂気質︑ヒステリー︑
強迫衝動的な性格異常 16)
など︑社会的
若な小児である︒
に不適合な素因があり︑自分自身不孝
ら 10)
の五〇例の経験例でも︑
Ebbin
な子供時代を経験したものが多い︒最
二歳以下が過半数を占め︑しかも一五 近︑スエーデンで親の精神分析を行な
例は生後六カ月以下の乳児である︒実 い︑五つのグループに分けた興味ある
子に比し継子に本症が多いことは勿論 結果 ︶
27が報告されている︒
第一群は︑折檻が小児を躾ける正し
だが︑親の証言による虐待誘発因子と
しては︑子供が非常に神経質であるこ い手段と信じて虐待する場合で︑両親
と︑呼吸器感染︑中耳炎などの急性疾 も子供時代に同じように厳格な教育を
受けていることが多く︑被害者は年長
患により︑不機嫌に泣き続けることや
児で︑一般に︑重篤な傷害は受けてい
夜尿症などがあげられている︒
ない︵躾けともいえる︶︒第二群は社会
その他︑児になんらかの身体的欠陥 の下層階級に属し︑家庭環境が悪く︑
を有するものに多いが︑比較的報告が アルコール中毒や低知能で犯罪歴のあ
多いものとして未熟児がある︒ Elmer るもの︑第三群は急性アルコール中毒
らの報告 16)
に引き続き︑ Klein
ら 26)
は によるもの︑第四群は偏執反応やうつ
五二例の被虐待児中一二例︵二三・五 病など精神病を有するもの︑第五群は
％︶が低出生体重児であつたと述べて 特異な性格異常者で︑表面的には正常
な知識階級に属し一般社会に適応して
おり︑長期にわたる母子の隔離が母性
いるようにみえるが︑感情的︑精神的
喪失︑虐待に結びつく可能性を指摘し には未熟で︑虐待行為に自分自身は気
ている︒未熟児に関しては︑その他未 付かず︑自分は子供を愛していると信
熟児を生む社会的経済的基盤にも注意 じているもので︑母親が多く︑とくに
する必要があろう︒
このグループを虐待親症候群と名付け
対策困雑なグループとして注目してい
Ｂ︑親について
一般に貧困な下層階級に属する家庭 るものである︒前記五群中第二群がも
で起こりやすく︑両親のアルコール中 つとも多く︑とくに︑第二と第五群に
虐待が反復する可能性が強いと述べて
毒や犯罪歴を有するものなどがあげら
いる︒
れているが︑ Kempeは
9)自験四〇〇例
より両親の社会階層︑貧富︑人種︑信
条︑宗教︑教育レベルなどには密接な
相関はないと述べている︒
■

り︑さらに反復して傷害を受けるため
Ｃ︑眼科的所見
予後は不良となる︒したがつて︑早期
硬膜下出血︑あるいは眼部の打撲な
発見︑早期対策を講じなけれはならな
どによる急激な頭蓋内および眼内静脈
いが︑臨床上他の疾患との鑑別が困難
圧上昇は︑網膜前部︑網膜部出血や水
な例もかなりあり︑生後四カ月より三
晶体亜脱臼を結果することがある︒そ
歳半まで︑虐待と気付かれずに一〇回
の他眼底所見として︑網膜静脈の著し
以上も反復入院加療を受けた報告 24)
も
い拡張︑視神経萎縮︑うつ血乳頭や﹂
ある︒したがつて︑単なる事故との鑑
雪だるま状の網膜浸出物害などがみら
別がもつとも肝要である︒
れる︒ 後遺症として Munshin 22)
は︑
ら 25)
は一四六の自験例から︑
Gregg
患児一九例中一二例︑
病歴による両者の鑑別は困難である
BCS
Harcourt
23)
は一一例中八例と︑きわめて高頻度に
が︑虐待例は一般により重篤な傷害を
視力障害を永久に残したと報告し︑本
示し後遺症も重く︑その他発育遅延の
症における眼科的精査の重要性を強調
有無︑患児の態度︑家庭状況などが鑑
している︒
別のよりどころになると述べている︒
その他鑑別すべきものとしては︑表 3
Ｄ︑鑑別診断
に示す如く︑種々の骨疾患︑代謝異常
小児の虐待は発見が遅れることによ
疾患︑内分泌疾患︑血液疾患︑中枢神
経疾患︑ Ehlers-Danlos Syndrome
の
如く多岐にわたり︑全身骨のレ線検査
を初め︑出血傾向の有無︑代謝異常の
有無の検索を必要とする場合がある︒
感
染：膿痂疹、膿皮症
出血傾向：血小板減少性紫斑病
その他の血液疾患
骨折
：壊血病、先天梅毒、骨髄炎、
骨形成不全症、特発骨折、先天
性骨脆弱症、Ehlers-Danlos症候群
2．神経症状 硬膜下血腫：髄膜炎、その他のけいれん性
疾患、脳症
3. 身体発育不良 ：吸収不全症候群（Celiac症候群
その他）、代謝異常疾患、
内分泌疾患、その他
1. 損傷
皮膚

Ｃ︑最近の多発傾向について
最近わが国で BCS
が増加しつつあ
り︑今後ますます多発する様相を呈し
ているが︑その要因として幾つかの事
項が考えられる︒神性︑獣性の二面性
を併せ持つ人間性の根源にまで遡るこ
とは︑著者らの能力を越えるものであ
るが︑最近の急激な社会環境の変化︑
すなわち物質文明の急速な進歩あるい
は不均衡が︑価値観の変革を主軸とし
てヒトの精神構造に大きな変貌をもた
らしたことは否定し得ない︒また弱者
への虐待は生物発生以来基底に流れる
宿命であり︑はじめに引用した児童憲
章や児童福祉法は弱者に対する人間の
智恵ではあるが︑裏がえしにいえは根
源的な倫理観への不信でもある︒形而
上学的論議は差し控えて︑具体的な問
題にふれてみたい︒
社会はあらゆる面で機械化され︑人
間性がスポイルされる︒世相はスピー
ディに変化し︑人間は常に緊張を余儀
無くされ︑ストレスは充満し︑また自
己の欲望のままに奔放に生きようとす
る風潮が流行しつつある︒ある母親は
﹁明日の自分の生命が分らないのに︑
子供にまでかまつてやれない﹂とまで
いう︒
高度経済成長とともに︑近年わが国
においても家族構成が大家族性から大
幅に核家族化へと変化し︑日中は母親
と子供のみで生活しており︑育児知識

は氾濫しても若い母親が相談する相手
が身近にいないこと︑また虐待が発生
しても他に気付いたり︑監視する者が
いないことなども︑本症発生の大きな
要因となつている︒
その他︑ Ebbin
ら ︶
10も述べている如
く︑ BCS
では保護者が母親のみであつ
たり︑両親が別居や離婚︑あるいは内縁
関係にあるといつた婚姻関係が多い︒
最近の傾向として︑同棲などの結びつ
きや︑婚姻年齢の低下による未熟な親の
増加なども︑考慮すべき問題であろう︒
七︑対策と治療
小児の虐待はその多彩な症状より︑
小児科医のみならず︑外科︵とくに脳
外科︶︑整形外科︑眼科︑耳鼻科︑精
神科医︑さらには︑看護婦︑保健婦︑
医療社会事業担当者︵ソーシャル・ケ
ースワーカー︶など各方面より発見さ
れる機会があり︑したがつてすべての
医療担当者がまず本症の存在を熟知す
ることから︑治療対策は始まる︒
は︑その豊富な経験から
Kempe 28)
本症の治療方針について詳細に記載し
ているが︑それを要約すると︑次の如
くになる︒
Ａ︑一般的治療
イ︑ BCS
が疑われる時には︑まず入院
させること︒
ロ︑ 入院後後直ちに内科的︑外科的治
療を開始し︑とくに整形外科︑脳神経外
科︑神経料などの協力を得ること︒

ハ︑必要と思われる臨床検査を行な
い︑とくに全身骨のレ線検査︑出血傾
向の有無を調べ︑皮膚に変化がある時
は写真をとり︑保存しておくこと︒
ニ︑両親と毎日連絡をとり︑その際
尋問︑告発︑対決などは避けるよう配
慮する︒
ホ︑両親に診断を述べ︑二四時間以
内に児童福祉事務所に知らせる︒
へ︑両親は︑七二時間以内に精神科
医︑病院の医療社会事業担当者と面接
をすること︒
ト︑精神科医︑医療社会事業担当者︑
小児科医︑保健婦︑児童福祉事務所員
は入院三日以内に会合を持ち︑症例の
検討と長期計画を練る︒
チ︑児童福祉事務所の承認により患
児を退院させ︑以後患児を保護監督す
るため乳児院︑児童相談所︑その他の
育児施設へ収容する︒
リ︑小児科医は退院後も長期にわた
り患児の経過を観察し︑知能や身体的
発育に注意する︒
ヌ︑児童福祉務所は︑精神的社会
的問題の経過観察とその解決を計るこ
と︒両親の家庭訪問︑精神療法の検討
も行なう︒
Ｂ︑精神療法
心理指導員による精神療法を親に行
なう︒家庭訪問︑集団精神療法や︑母
親に子供から解放された時間を与える
ことも有効である︒

Ｃ︑法的にみた治療の側面
イ︑保護︑監督の審理 裁:判所は︑
夫婦のカウソセリングの必要性や家庭
内の改革の実行を要請する︒
ロ︑居住場所 究:桓の目的は︑患児
が正常な家庭生活に戻ることであるが
現実は虐待の繰返しを防ぐため︑多く
は︑保護︑育成してくれる一般家庭に
置く︒
ハ︑警察の介在 警:察による逮捕︑
尋問などは︑両親を救う障害となるた
め︑これらは児童裁判所︑福祉事務所
のサービス部門に委ねる︒
以上が米国における BCS
の対策︑
治療の現況と思われるが︑いまだ本症
が十分に検討されていないわが国で︑
そのまま実行するには︑種々の問題が
ある︒第一に医師が本症を疑う場合︑
躊躇せず公的機関に報告できるには法
的なバックアップが必要であるが︑わ
が国ではそれがない︒ちなみに米国で
は一九六二年以来︑連邦政府およぴ州
法律により︑医師が本症に遭遇した際
には報告の義務があるが︑報告したこ
とから生じる一切の責任から法的に護
られている 17)29)
︒
第二に︑児童福祉施設および機関が
いまだ充実しておらず︑また活用され
ていない現状である︒わが国において
虐待に限らず児童憲章︑児童福祉法に

■

明示されている児童の福祉を全うする
ためには︑さらに諸施設の整備と︑昭
和三九年制定された母子福祉法︑母子
保健法にもられた種々の福祉対策の運
用が早急に望まれる︒
に対する
なお︑米国において BCS
法律の制定後も依然として医師による
本症報告が少なく︑十分に活用されて
いないことが Silver 29)
により報告
されている︒医師自ち本症の重要性を
認識しておらず︑また面倒なことに係
りたくない気持の潜在がうかがわれ︑
自省しなけれはならぬが︑一方対処す
る公的機関の施設やその処置に不信感
があることも否めない︒
本症の治療に当つては︑患児の傷害
部に対する早期の処置とともに︑親の
健全な育児への目覚めを促すことがき
わめて重要である︒最初から尋問︑告
発や︑非難的態度で接することは避け
理解ある対応が必要である︒また︑早
期発見による虐待の反復を防止するた
めには︑入院により親から隔離し︑退
院後も親から離して経過観察する︒問
題があると思われる家庭には︑児童福
祉機関により定期的な家庭訪問を行な
い︑小児を監督するとともに親のよき
相談相手となることが虐待の発生防止
に不可欠である︒

八︑予
後
虐待の程度および期間により︑死亡

があると思われる症例に遭遇した際に
は︑本症を疑う必要があることを強調
したい︒
︵追記︶ 本文脱稿後︑ McRae
ら 33)
により︑カナダの一小児病院における
の実態が報告された︒それによると︑
BCS
一九七〇年前期までに八八例︑死亡率
一〇％であり︑その後は四四例と短期
間に症例数は増加しているが死亡例は
ないという︒種々の問題はあるが︑早
期に適切な対策を講じたものと思われ︑
今さらながらわが国の立ち遅れが痛感
される︒
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率︑後遺症発生率は異なつており︑報
告者 6)26)31)
によりかなりの開きがみ
られるが︑一般に BCS
の五〜一〇％が
死亡し︑三〇〜七〇％が恒久的な脳障
害を残すとされている︒
とくに︑硬膜下出血︑内臓損傷が生
じた場合は致命的である︒その他︑
ら 16)
は身体的発育遅延︑知能低
Elmer
下︑情緒障害︑言語発達遅延などの医
学的心理学的に重要な欠陥が残存する
と述べており︑本症の予後はきわめて
憂慮すべきものであることがうかがえ
る︒

おわりに
も嘆いている如く︑本
Seeleman 32)
症にまつわる問題は医学的あるいは法
的なものであるよりも︑社会的なもの
であり︑究極のところ親の責任自覚の
欠如にある︒しかし︑小児科医をはじ
め︑医療担当者が︑早期に本症を発見
し︑親から一時的に隔離治療に当ると
ともに︑公的機関がこれに対応できる
態勢を整えることが目下の急務であり︑
本症発生の背後に横たわる社会的問題
の解決を計ることは︑多方面の理解と
協力が必要である︒
最後に︑日常珍療に従事する医師と
して︑最近著者らの経験した二症例を
通じて︑病歴と現症が合致せず︑治療
を受けずにかなり重篤な状態になるま
で放置されて︑しかも︑家庭内に問題
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