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１．はじめに
　東日本大震災により，福島県は津波や原子力発電所
の事故による甚大な被害を受け，避難指示区域の家庭
や学校は避難を余儀なくされた。近年，帰還に向けた
取り組みは進み，統計上の避難者の数は減少したもの
の，引越しや親の転職，県内外への避難等により何度
も転校を経験するなど子どもを取り巻く環境は大きく
変化した。上述の家族や地域社会との関係性の変化は
あいまいな喪失体験となり，震災当時と同じ問題を抱
える者も少なくはなく，心のケアは一部で多様化・深
刻化している。
　このような子どもや家族のメンタルヘルスについて
は様々な報告がなされている。例えば震災後の子ども
のメンタルヘルスについて，八木ら（2020）は東日本
大震災後に誕生した子どもとその家庭への縦断的支援
研究において，岩手・宮城・福島の甚大被害地域で調
査を行った。震災後５年が経過した時点で，調査対象
の保護者のうち35％がうつや不安傾向を呈しているこ
となどから，八木らは，保護者のメンタルヘルスと子
どもの情緒面・行動面に関連があること，またその後
の追跡調査で，子どもの発達や保護者のメンタルヘル
スに改善傾向が見られていることから，地域とのつな
がりや信頼感の構築，社会的支援の重要性を指摘した。
　福島県立医科大学放射線医学県民健康管理センター
で平成23年度より毎年実施している，こころの健康度・
生活習慣に関する調査（2020）によれば，子どもの情
緒面や行動面の特徴を見るSDQ（子どもの強さと困
難さアンケート：高得点の場合は困難さが大きい）を
実施した４～ 15歳の子どものうち，震災直後はどの
年代でも得点が高く，特に４～６歳が高得点であった。

経年と共にどの年代も得点が減少傾向にあるが，最近
は小学校・中学校の就学児童の得点が高い傾向にあり，
支援の必要性がうかがえる。
　同センターでは，回答内容から相談・支援が必要と
思われる対象児の保護者に電話支援を行っている。相
談内容は時間の経過と共に変遷しており，震災直後は
放射線の影響や生活環境による相談が多くを占めてい
たが，２～５年ほど経過すると，子どものトラウマ反
応や学校不適応，不登校，発達の問題に関する相談が
増加した。５年以上経過すると，震災そのものへの相
談は減少傾向にあるものの，放射線への漠然とした不
安や，不登校，発達に関する相談が続いている。
　時間の経過とともに回復し成長していく子どもがい
る一方で，数年後に不適応状態を呈する子どももいる。
子どもの支援の現場からは，落ち着きがない，集団行
動になじめない，保護者を含めたメンタルヘルス支援
が必要といった声が多く聞かれるようになった。また，
県内の不登校児童生徒数は年々増加傾向にある。震災
後に避難先の学校でうまくなじめずに不登校や不適応
状態を呈した子どもの事例も報告されている。震災当
時幼かった子どもが，自身の体験を客観的に捉えて語
ることはほとんどないため，現在の子どもの状態と震
災の影響とを直接的に結びつけて考えることは難しい
といえるだろう。子どもの発達特性や家族のメンタル
ヘルスなど総合的に捉えて判断する必要がある。
　八木（2017）は，甚大な被災体験のあとに子どもに
見られる影響の度合いにより，①地域や学校での見守
りによって回復し，新たな環境に適応していく子ども，
②学校や家庭で，何らかの「不具合」を抱えているが，
明らかな病理性を認めるかどうか判断に迷う子ども，
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③精神症状や行動上の問題が顕在化し，医療や特別な
治療的介入を必要とする子どもの３つに大別し，それ
ぞれに必要な支援として，①被災地研究や支援者への
研修などによる後方支援，②学校や関係機関との連携
による直接・間接支援，③医療機関としての専門的な
介入や治療の提供などの支援を挙げている。
　上記①～③のような様々な支援の資源が充実してい
る都市部に比べて，地方では利用できる資源が少ない。
そのため，地方においてもある程度の整備が保障され
ている教育・学校分野において，メンタルヘルス支援
を行っていくことが重要となる。しかし，学校の教職
員が担う業務内容は膨大である。また，被災地域には
スクールカウンセラーが全校配置されているが，勤務
日数は限られており，学校内でできるメンタルヘルス
支援には限界がある。そこで，外部の専門機関と連携
したチーム支援が重要であると考えられる。

２．福島大学子どものメンタルヘルス支
援事業推進室の活動

　１）学校巡回相談
　福島大学子どものメンタルヘルス支援事業推進室
（以下，当室）では，平成26年度の開設当初より「学
校支援」を１つの柱として掲げ，教育委員会を通じて
依頼を受けた県内の学校（小学校，中学校，高等学校，
幼稚園，特別支援学校）に臨床心理士が出向き，巡回
相談を行っている。内容に応じて児童精神科医も同行
し，医療的視点からの助言を行う。
　これまでの巡回相談について，校種別の対象者数を

図１，地域別の対象者数を図２に示す。地域について
は，福島県内を県北・県中・県南（中間部），会津・
南会津（内陸部），相双・いわき（沿岸部）で分類し
たもの（数値は延べ人数）。令和元年度は全体で372名
を対象に巡回相談を行った。校種別に見ると，小学校
が最も多く264名，続いて幼稚園・特別支援学校が87名，
高校が12名，中学校が９名となっている。地域別の対
象者を見ると，県南地区が最も多く，続いて県中地区，
相双地区の順となっている。依頼が多かった小学校，
幼稚園・特別支援学校の中には，スクールカウンセラー
が所属していない学校が多く見られた。
　巡回相談では，子どもの行動観察と必要に応じて本
人面談，保護者面談，心理検査を行い，それらをもと
に教職員とのコンサルテーションを行っている。相談
内容は多岐にわたっており，特に発達面や情緒・行動
面についての相談が多くなっている。

　２）医療支援
　子どもの特性や状態を適切に評価し支援につなげる
ためには，医療機関との連携が必要な場合があるが，
震災で甚大な被害を受けた地域では，精神科の病院や
クリニックが閉鎖されたことで資源が減少傾向にあっ
た。
　そこで，当室では，平成26年より被害の甚大地域に
ある医療機関の中に「福島大学子どものメンタルヘル
ス支援事業推進室外来」を開設し，当室所属の児童精
神科医による定期的な診療を継続して行っている。
　また，医療機関において心理検査を実施できる人材
が不足していることから，当室のスタッフが地域の医
療機関において心理検査を実施し，それをもとに巡回
相談によるケース検討会やコンサルテーションを行っ
ている。

３．学校巡回相談における地域医療支援
との連携

　学校巡回相談と地域医療支援との連携について，当
室が行ってきた活動を報告する。
　１）医療機関受診への橋渡しとしての関わり
　巡回相談の申し込みを受けると，まず心理士が学校
を訪問し，対象の子どもの行動観察や情報の聞き取り
を行い，学校内でできる環境調整や対応方法について
教員とコンサルテーションを行う。必要に応じて心理
検査を実施し，子どもの特性を把握したうえで対応方
法を検討する。また，家庭の協力が必要な場合には，
保護者面談により幼少時の様子や家庭での対応等を確
認し，学校と家庭での課題共有につなげる。医療機関
での専門的な介入の必要性が考えられる事例について
は，児童精神科医と心理士のチームで訪問し巡回相談
を行うことがある。実際に子どもの学校での様子を観
察し，子どもの状況や特性を把握したうえで，対応方
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法について情報提供を行っている。また，子どもの状
態や服薬等の医療的な介入の必要性についても医師の
立場から分かりやすく説明し，保護者との共有の仕方
など，今後の見通しについても助言を行っている。
　巡回相談のケースとして，授業に集中できない，感
情のコントロールがうまくいかず衝動的な行動が見ら
れる小学校高学年の児童について，児童精神科医と心
理士のチームで学校訪問を行った。家庭ではこれらの
行動はなく，親が子どもに対して感じる指導・教育上
の困難さは少ない。コンサルテーションでは，子ども
の承認欲求を認めるための役割設定やトークンの活
用，クールダウンの取り入れ方など，環境調整や対応
方法について共有を行った。感情コントロールと衝動
性の課題はあるが，服薬などの医療的介入が早急に必
要ではないため，まずは環境調整を行い保護者の医療
受診への意向をうかがいながら焦らずにつなげていく
よう助言する。その後，学校では環境調整や声掛け等
の対応により効果が見られたこと，保護者の意向もあ
り医療機関を受診し通院を継続していることが報告さ
れた。

　２）当室の医療支援と学校との連携
　地域からの要望により，当室の事業として児童精神
科医を派遣し，医療機関内に子どものメンタルヘルス
支援事業推進室外来を開設し，定期的な診療を行って
きた。診察場面では主に子ども本人や保護者からの主
訴が語られることから，家庭内や一部の限られた場面
に焦点があてられることが少なくない。子どもの特性
や状態を総合的に捉えるためには，学習面や集団場面
での適応など学校での様子について情報を共有できる
ことが望ましい。また，心理状態や発達特性により合
理的配が必要な子どもについて医師の指示があった場
合，学校では実際にどのような対応をすればよいか分
からないといった声が聞かれることがある。そのため，
学校と医療機関との連携は重要であるが，間に入る保
護者の労力や守秘義務の観点からスムーズに進まない
ことも多い。
　そこで，当室では，必要に応じて外来を受診した子
どもの所属先の学校と巡回相談を通して連携を行って
いる。当室の外来を受診した高校生の巡回相談を例に
挙げる。まず保護者より学校に意向を伝えてもらい，
学校から巡回相談の依頼を受け医師と心理士のチーム
で訪問した。学校での本人の様子を観察した後，担任
や教科担当の教員も交えてコンサルテーションを行っ
た。コンサルテーションの場では，これまでに本人が
関わった療育等の支援機関での取り組みや，小学校・
中学校からの申し送りなど，学校における支援の経過
についても情報共有を行った。医師の立場から見立て
や治療方針について伝える一方で，学校での学習や対
人場面での様子を把握することで，本人の特性や生活

面での課題について総合的に捉え，合理的配慮の具体
的な方法についても共有することが可能となった。ま
た，今後の進路を見通して学校と医療機関で取り組ん
でいく課題についても共有することができた。
　このように，医療機関受診への橋渡しの機会や，学
校を中心とした多職種連携による子どものメンタルヘ
ルス支援として学校巡回相談が有効であることがうか
がえる。

　３）地域の医療機関との連携
　沿岸部では心理検査を実施できる人材の不足も深刻
になっている。
　そこで，当室スタッフが月１，２回の頻度で地域の
クリニックに勤務するかたちで，テストバッテリーの
相談や，心理検査の実施，検査結果のフィードバック
等を行っている。このようなかたちで当室が地域の医
療機関に入ることで，巡回相談による学校支援にもい
くつかの効果が得られた。
　例えば，学校と家庭，療育施設と場所によって表出
される行動や態度に違いが生じるケースがそのひとつ
としてあげられる。このような場合，児童が落ち着い
て過ごせる機関は，良い対応ができている機関と評価
されやすく，一方で激しい行動が生じる機関のスタッ
フは責められる構造になりやすい傾向があった。互い
の関わりに対して評価的になり，連携が困難になる場
合もあった。
　このような状況のケースに対して，医療機関での検
査結果を媒体とした巡回相談によるケース検討会やコ
ンサルテーションを行なった。その結果，互いの評価
や批判ではなく，対象児童の特性の出やすい状況の客
観的な把握がスムーズになった。検査を通しての特性
理解，そしてそれを踏まえた役割の確認，配慮の仕方
の具体的な検討ができると，結果的に医療機関に対す
る保護者や学校教職員の期待も現実的なものとなっ
た。
　これまで医療機関との連携となると，即薬物療法を
イメージされることが多く，そのことが保護者にとっ
て受診のハードルになることもあった。また，学校教
職員が保護者に医療での服薬を勧めることが受診勧奨
のような図式になってしまい，「薬を飲ませさえすれ
ば解決する」といった誤解も一部でみられた。
　検査の活用について，巡回相談を通して学校現場で
実践することが，客観的にアセスメントすることの重
要性を伝える機会となった。

４．今後の課題
　地域医療においては，全般的に子どものメンタルヘ
ルスに関する資源が少ない状況にあり，当室が行って
いる巡回相談においても，医療支援との連携例は少数
となっている。当室の巡回相談において，学校訪問以
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外にも医師が関わる方法を検討する必要がある。
　これまでの巡回相談での相談内容から，環境調整で
改善が見られないケースに対する学校側の服薬治療へ
の期待と，その一方で保護者の医療受診へのハードル
の高さがうかがえた。家庭や学校での環境調整や対応
の工夫で適応が可能なケースの見立てと，医療支援で
できることや服薬治療の必要性・限界についての知識
の共有の機会が必要と思われる。巡回相談において，
それらの役割を担っていくことも課題と言えるだろ
う。
　また，学校と医療とをつなぐ重要な役割を担ってい
るのが保護者である。そのため，保護者をチームの一
員として連携の体制を整えていくことが重要と考えら
れる。巡回相談における心理検査の実施や保護者面接
を通して，保護者が子どもの状態を理解し，学校と共
通の課題を共有できるように支援していくことが期待
される。
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