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要 旨
社会的養護を要する子どもの家庭的養育に向けて，里親・養親を推進するために里親・養親が
医療機関で困った経験と医療機関に望むことに関する調査を行った．方法は，全国の 19歳までの
子ども 293人の里親・養親に質問紙を郵送し，無記名で記入を求めた．返送数は 138人（回答率
47.1％），うち男子が 64人（46.4％），引き取り時の平均年齢は児 2.4歳，養父 42.9歳，養母 41.8
歳，子どもの現在の年齢は 9.6歳であった．集計の結果，「養子縁組成立前に医療機関を受診して
困った経験」として，「子どもの実家族の病歴に関する情報提供」は 50.7%，「医療券（受診券）の理
解がない」は 41.3%，「養親と子の姓が違うことへの無理解」は 44.9%，「予防接種の同意書への署名」
は 12.3%が経験ありと回答した．「小児医療従事者に相談したいこと」は，「子どもの病気全般に関
する事柄」，「心の成長に関する事柄」，「身体発育に関する事柄」，「育てにくさに関する事柄」，「思春
期の特徴に関する事柄」の順に多かった．以上より，わが国の小児医療従事者の多くが里親家庭の
医療制度を理解していないこと，里親・養親は子どもの既往歴や実親の病歴聴取に困惑している
こと，里親・養親は小児科医に心身の様々な問題を相談したいと考えていることが明らかになっ
た．小児医療従事者が里親家庭の医療制度を理解し，里親・養親を支援することが望まれる．
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はじめに

児童虐待や保護者の養育力の問題等により，家庭環
境上養護を要し，施設や里親の元で養育される『社会
的養護』を必要とする子どもが増加している．その数
は平成 29年 12月の報告では約 4万 5千人とされ，多
くは乳児院や児童養護施設等の施設で養育されてお
り，里親やファミリーホームで家庭養育される子ども
は 6千人と全体の 20%以下に過ぎず１），里親委託率は
オーストラリアで 90%以上，英国等で 70%以上であ
ることに比較して著しく低い２）３）．それに対し厚生労働
省は子どもの家庭的養育の実現を目指し，平成 28年 8
月「新しい社会的養育ビジョン」において「7年以内に
6歳以下の未就学児の 75％を里親委託，特別養子縁組
の成立件数を 5年間で 2倍の 1,000件にする」という
数値目標を掲げた４）．その実現に向けては，里親数や養
子縁組件数の増加が不可欠であるが，画期的な対策が
講じられているとは言い難い．平成 30年度の資料で
は，里親登録者数は専門里親を除く養育里親 9,073世

帯，専門里親 689世帯，養子縁組里親 3,798世帯，親族
里親 526世帯でしかない．
わが国の里親制度では，里親には「養育里親（専門
里親を含む）」，「養子縁組によって養親となることを希
望する里親」，および「親族里親」の 3つの種類がある
（表 1）５）．一般的には里親は引き取った子どもとの間に
養子縁組が成立すれば養親となるが，養子縁組を前提
としない里親（養育里親）もある．さらに養育里親に
は心身の障害，非行などの問題や身体障害，精神障害
等がある児童を養育する専門里親が含まれる５）．養育里
親の希望者は，基礎研修（講習 1日＋実習 1日）と登
録前研修（講義・演習 2日＋実習 2日程度）を受講し
た上で里親登録を行い，その後，子どもとの引き合わ
せを経て，里親委託されて初めて養育里親になること
ができる１）．里親は 5年ごとに更新研修（1日程度）を
受ける必要があり，障害児等を受け入れる専門里親は
養育里親委託経験 3年以上で専門里親研修を受ける必
要がある．
さらに子どもとの間の養子縁組にも，「普通養子縁
組」と「特別養子縁組」の 2つの制度がある．「特別養
子縁組」とは，子どもの福祉の増進を図るために，養
子となる子どもの実親（生みの親）との法的な親子関
係を解消し，法的に実子と同様の親子関係を結ぶ制度
で，縁組成立のためには養親となる里親が養子となる
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図 1　里親支援機関 1）

表 1　我が国の里親・養親制度と対象者・登録の条件（厚生労働省　里親制度（資料集）5）より）

養育里親
養子縁組里親 親族里親

専門里親

対象児童 要保護児童 次に挙げる要保護児童のう
ち，都道府県知事がその養
育に関し特に支援が必要と
認めたもの
① 児童虐待等の行為により
心身に有害な影響を受け
た児童

② 非行等の問題を有する児
童

③ 身体障害，知的障害又は
精神障害がある児童

要保護児童 次の要件に該当する要保護
児童
① 当該親族里親に扶養義務
のある児童

② 児童の両親その他当該児
童を現に監護する者が死
亡，行方不明，拘禁，入
院等の状態となったこと
により，これらの者によ
り，養育が期待できない
こと

里親登録
（認定）
の条件

・ 養育里親
研修を修
了してい
ること．

・ 専門里親研修を修了して
いること．

・ 次の要件のいずれかに該
当すること

ア 養育里親として 3年以上
の委託児童の養育の経験
を有すること．

イ  3 年以上児童福祉事業に
従事した者であって，
都道府県知事が適当と
認めたものであること．

ウ 都道府県知事がア又はイ
に該当する者と同等以上
の能力を有すると認めた
者であること．

・ 委託児童の養育に専念で
きること．

・ 養子縁組里親研修を修了
していること．

※ 一定の年齢に達している
ことや，夫婦共働きであ
ること，特定の疾病に罹
患した経験があることだ
けをもって排除しない．
子どもの成長の過程に応
じて必要な気力，体力，
経済力等が求められるこ
となど，里親希望者と先
の見通しを具体的に話し
合いながら検討．

・ 要保護児童の扶養義務者
及びその配偶者である親
族であること．

・ 要保護児童の両親等が死
亡，行方不明，拘禁，疾
病による入院等の状態と
なったことにより，これ
らの者による養育が期待
できない要保護児童の養
育を希望する者であるこ
と．

※ 年齢に一律の上限は設けない．養育可能
な年齢であるかどうかを判断．

子どもを 6か月以上監護していることが必要である．
縁組成立前に子どもと一緒に暮らし，その監護状況等
を勘案して，家庭裁判所が特別養子縁組の成立を決定
する．
このような子どもと里親とを繋ぐルートには児童相
談所と，都道府県の許可を受けて養子縁組を仲介する

民間の事業者とがある（図 1）が，このうち後述する医
療券（受診券）を発行するのは児童相談所である．わ
が国の制度下で里親になるハードルは低くなく，支援
する事業者や団体も多くはない．本調査に協力頂いた
公益社団法人家庭養護促進協会６）は，保護者による養育
が難しい子どもたちに里親・養親家庭を探す活動を続
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表 2　里親・養親が医療機関を受診したとき，困った経験（複数回答）（N＝138）

項目 「経験がある」と回答した者の数（%）

養子縁組の成立前
　医療（受診）券の理解がない 57（41.3）
　子の姓が違う 62（44.9）
　子どもの既往歴がわからない 23（16.7）
　子どもの実家族の病歴がわからない 70（50.7）
　母子手帳の記載に関すること 35（25.4）
　予防接種の同意書に関すること 17（12.3）
　手術等医療行為の同意書に関すること 3（2.2）
養子縁組の成立後
　子どもの既往歴がわからない 23（16.7）
　子どもの実家族の病歴がわからない 53（38.4）
　母子手帳の記載に関すること 18（13.0）

けている民間の社会福祉団体でありわが国で最も古い
歴史を持つ．1961年に神戸市で「家庭養護寮」を普及・
発展させるための任意団体「家庭養護寮促進協会」と
して発足し，1964年 12月に社団法人「家庭養護促進協
会」となり，施設養護に対して家庭養護を推しすすめ
る活動を行っている．現在神戸と大阪の 2か所で里親
支援事業，季節・週末里親促進事業，子育て支援事業
等を展開している．
今回，里子・養子が予防接種や健診で受診する地域
の医療機関の小児医療従事者が里親制度を理解し，里
親の悩みを解消できれば，里親委託率・特別養子縁組
成立数の向上につながるのではないかと考え，里親・
養親が医療機関を受診する際に感じた不安や不満と小
児科医への要望について質問紙により調査した．

対象と方法

対象は，公益社団法人家庭養護促進協会大阪事務所
（以下，事務所）を通じて里子の委託・養子縁組をした
全国の 19歳以下の子ども 293人の里親・養親である．
方法は，2018年 8月，里親・養親が医療機関を受診

した際に困った経験，医療機関に相談したいことに関
する質問紙を上述の事務所から対象者に郵送し，無記
名で記入を求め，二次的なヒアリングに応じる場合に
は記名で同事務所宛に返信を求めた．回答は個人情報
を守るために同事務所で開封し，回答者が記名してい
る場合にも匿名化してエクセルファイルに記録した．
匿名化して記録された回答を筆頭著者が受け取り，
SPSSver22.0にて解析した．
質問項目は『里親・養親が養子縁組成立前に医療機
関を受診して困った経験』，『里親・養親が養子縁組成
立後に医療機関を受診して困った経験』，『里親・養親
が小児科医療機関で相談したいこと』，ならびに『小児
科医に気づかってほしい，あるいは望んでいること』に

関する点である．
本研究は畿央大学倫理委員会にて承認されている

（承認番号 H30-14）．

結 果

1）回答者の属性
回答数は 138（回答率 47.1％）で，養子の性別は男子
64名，女子 71名，無回答 3，引き取り時の平均年齢は
子ども 2.4歳，養父 42.9歳，養母 41.8歳，現在の子ど
もの年齢は 9.6歳であった．
2）養子縁組成立前に養親が医療機関で感じた不安
や不満（表 2）
養子縁組成立前に養親が医療機関で感じた不安や不
満な点として，医療券への理解がないことや子の姓が
違うことによるトラブルを経験した里親・養親が
40%を超えていた．母子手帳の記載や子どもの実家族
の病歴に関する情報を求められて困ったと回答した者
も多かった．
自由記述では，医療券に関する記載が多く，「この受
診券では診察できませんと言われた」「受付の方が初め
て見るということが多く，他人もいるところで説明し
ないといけなかった」，「受診券の他に保険証を出して
下さいと言われた」，「その場で解決せず，証明書を持っ
て出なおした」，「近所の病院は理解されず断られた」と
いうものがあった．病歴・既往歴では「保育園入園な
どの書類記載や医療機関での問診票記入などの際に
困った」，「予防接種のとき記載できない」，「医師に，ご
家族・親族の方でこんな病歴ありますか？と聞かれて
困る」，「母子手帳に全く記載がなかったので，児童相談
所から出生した病院に問い合わせてもらったりした
が，不明がいまだ多い」，同意書に関しては「（予防接種
で）実親の同意書のコピーを提出するように言われた」
といった自由記載があった．
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表 3　里親・養親が小児科医療機関で相談したい
ことの有無（複数回答）（N＝138）

質問項目 「あり」と回答した者の数（%）

子どもの病気 58（42.0）
身体発育 51（37.0）
心の成長 55（39.9）
育てにくさ 42（31.9）
思春期の問題 38（27.5）

表 4　里親・養親が小児科医に望むことの例

医療機関に理解してほしい，求めたいこと

・ 里親や養親に対する理解のなさが興味本位に働き，不快になる事があった．
・ 成立前は疑われてとてもしんどい思いをしました．事情をわかってほしい．
・ 特に個人病院で，里子や養子に関しての理解が無く，診察を拒絶される事も有りました．全ての小児科医に最低限の
知識を身につけて頂きたい．
・ 生い立ちや家系の病歴は分からない事があるため気づかって欲しい．
・ 受診券への理解，子どもと親の姓の違いに対する理解など，特に受付・ 窓口の方にお願いしたい．
・ 養子・里親制度について理解を深めてほしい．母子手帳の内容等不備の理由を執拗にたずねる小児科医もいる．

医療機関での嬉しかった対応

・ 通院のたびに子どもの良い変化について声をかけて下さった先生がいる．医療者からの言葉だと安心して聞くことが
できた．
・ いずれ同じ名字になると伝えると，姓を変更して診察券を作ってくれた病院があり，嬉しかった．とても安心した気
持ちになれた．
・ 養子であることを医師に知らせたとき，この地域の子どもになることを歓迎すると言われ安心した．小児科医は，子
どもの前だけでなく，まだ自信を持てない新米の親の不安を取り除く，前向きな姿勢を見せて頂けると有り難い．

医療機関に望まれる対応

・ 成育歴をふまえた上でのアドバイスはなかなかしてもらえないので，医療機関に対して示すことができる，必要な注
意や成育歴に関するカルテのようなものを，児童相談所の担当と里親が作成して，初診のときは問診票といっしょに
提出するなどのしくみができるといいなと考えている．
・ 通常の病気（かぜなど）やケガで受診の時は，特に養親だからというような場面はないが「既往歴がわからない」「親
からの遺伝的要素」がいつ発病するかわからないという不安に常にある．毎年でなくて良いので例えば 5才，7才，
10 才など里子に対しての詳しい健康チェック（画像検査や血液検査）が出来れば不安も少なくなると思われる．
・ 育て始めは，子どもの健康面や発育について分からないことばかりなので，不安になることが多い．小児科医に基本
的な病気とそのときの対処法などを教えて頂けるとありがたい．（引き取りから1年以内に講習会があると良かった）．

・ 今までのこと，成長のプロセスがわからないので「何か困っていることないですか？」と声をかけてもらえることや，
「成長は順調ですね」と安心させてもらえたら，安心できるかと思われる．

3）養親が養子縁組成立後に医療機関を受診して
困った経験（表 2）
養子縁組成立前に養親が医療機関で感じた不安や不
満は養子縁組成立後も同様で，子どもの実家族の病歴
がわからないことについて約 40%が困った経験があ
ると回答した．自由記載欄には子どもの既往歴に関し
て「かかりつけの医療機関だと養子である事を知って
いた為，質問される事は無かったが，成立後は姓が同
じになる為，初めてかかる医療機関では養子である旨
を説明する必要がある」，家族の病歴に関しては「遺伝
的な体質については知らないので不安」「遺伝的に該当
する病気は，医師も困るのでは？」といった記述が見
られた．

4）里親・養親が小児科医療機関で相談したいこと
（表 3）
里親・養親が小児科医療機関で相談したいこととし
て，子どもの病気に関することが最も多く，身体発育，
心の成長，育てにくさ，思春期の問題といった項目全
般に対して回答者の 3割以上が「相談したい」と回答
した．
自由記載欄には「身体発育」に関する記載した者が
50人（「低身長・低体重」，「発達障害」等），「心の成
長」48人（「発達障害」，「告知」等），「子どもの病気」46
人（「遺伝的疾患」，「発達障害」等），「育てにくさ」38
人（「愛着障害」等），「思春期の問題」40人（「出自のこと
で思春期にどう対応すればいいか」等）であった．
5）小児科医に理解して欲しいこと，望むこと（表 4）
里親・養親として小児科医に理解して欲しいこと，
望むことは 68人が記載していた．記載内容を「医療機
関に理解を求めたいこと」，「医療機関での嬉しかった
対応」「医療機関に望まれる対応」に大別し，代表的な
記載内容について，個人情報や居住地がわかる語を除
き，なるべく原文のまま表 4に示した．まず「医療機
関に理解を求めたいこと」としては，養子・里親制度
についての理解や，子どもと親の姓の違いに対する理
解を求めるものが多かった．さらに「医療機関にして
もらいたいこと」は養子・里親制度を知った上での「専



874―（56） 日本小児科学会雑誌 第124巻 第 5号

門職によるアドバイス」であった．

考 察

今回の調査の結果から，①小児医療機関の医療従事
者の多くが医療（受診）券の存在を知らない，すなわ
ち里親家庭の医療制度が十分に理解されていないこ
と，②里親・養親は子どもの既往歴や実親の病歴がわ
からないことに困惑していること，③里親・養親は小
児科医療機関で子どもの身体と心理の問題を相談した
いと考えていること，が明らかになった．
医療（受診）券とは児童相談所より発行される養子
が医療機関を受診するさいの受診券で，これを呈示す
ることで医療費の全額が公費負担とされるが，この医
療券を呈示したにもかかわらず，医療機関側の無理解
により診療を受けられなかったという記載もあった．
このような医療機関の無理解は，急を要する受診の際
に子どもの医療の障壁になる可能性がある．里親が里
子の医療に対して同意できないことは法に基づき，容
易には変えがたいが，医療（受診）券のトラブルは医
療機関の無知・無理解に基づいて起こっており，正し
い知識の普及により改善できる問題である．したがっ
て小児科医のみならず，小児医療機関で働く職種にお
いて，速やかに里子の医療制度についての知識を広め
る必要性がある．
また里親・養親は子どもの既往歴や実親の病歴がわ
からないために困惑しており，これらの内容について，
医療者が里親を問い詰めたり，無理解に基づく詮索で
傷つけたりすることはあってはならない．一方，医療
者の立場で考えると既往歴や家族歴の情報が必須な場
合もある．子どもの既往歴・実親の家族歴の情報は，
子ども・家族・医療者のいずれにとっても重要であ
り，できるかぎり児童相談所等で調べて里親・養親へ
情報を伝えることが望まれる．
小児科医に相談したいことに関する質問からは，里
親・養親は子どもの身体と心，成長といったさまざま
なことに関して相談したいと考えており，その中でも
身体発育と低身長・低体重と発達の問題に関するもの
が多かった．施設入所など社会的養護を必要とする児
に，発達障害，トラウマ，アタッチメント愛着や精神
的な問題が多いことは今までにも述べられている
が７）８），今回の調査では子どもの低身長・低体重といっ
た体格についての不安が多かった．一般的に子どもの
体格や最終身長は，両親からの遺伝的資質に負うとこ
ろが大きいが，里子・養子の場合，養親はその情報が
ない中で子育てを行う．そのため子どもの体格が小さ
いことが単に成長が遅いだけなのか，病的なのかを両
親の成長パターンから推し量ることができず，困惑し
ているのではないかと考えられる．棄児の場合，生年

月日も正しくないこともありうる．このような相談を
受けた場合，注意深く経過観察することや精密検査の
手順を考えておく必要があろう．
一方で自由記述に挙げられたように，医療従事者か
らのちょっとした気遣いや言葉かけが里親・養親の励
ましとなることも少なくない．したがって里親・養親
への温かい子育て支援の態度や言葉も重要である．医
療機関に望まれる対応として寄せられた意見の中で
「児童相談所担当者と里親による医療機関受診用のサ
マリーの作成」，「子どもを迎えて 1年以内の講習会の
企画」といった里親・養親への子育て支援対策は実行
性が高く，直ちに始めるべきであろう．
最後に本調査の限界として，回答率の低さが調査全
体に及ぼす影響について述べる．本調査では回答率が
47.1％と半数を下回っていることから，結果の評価は
慎重を要する．今回医療機関を受診して困った経験と
してあげられた「医療券（受診券）の理解がない」経
験（41.3%）や「養親と子の姓が違うことへの無理解」
経験（44.9%）を例にすると，非回答者が困った経験を
していない場合にはこれらの値は全体の 20%程度に
なり，逆に非回答者全員が困った経験がしていた場合
には 70%を越える．よって今回の結果は数値よりも里
親や養親の思いを汲むための資料と考えたい．
以上，里親・養親を支援するために，里親・養親が
医療機関を受診した際に感じた不安や不満，小児医療
従事者に対する要望を調査した結果，小児医療従事者
への啓発が喫緊の課題であると思われた．日本小児科
学会が中心となった活動が望まれる．
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