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子どもへの虐待事件があとを絶たない。虐待は心
はもちろん、脳にも深い傷痕を残すことが分かって
きた。
厚生労働省によると、児童養護施設に入所する子ど
もは約2万9900人（2013年2月時点）。そのうち
虐待により、親子の絆にほころび
が生じて発症する「愛着障害」。
虐待を受けている子どもへの、早
期の心のケアが必要とされる（撮
影／写真部・加藤夏子）

59.5％が虐待を受けていた。内訳はネグレクト（育

雑誌アクセスランキング （国内）

児放棄）が63.7％ともっとも多く、身体的虐待

1

（42％）、心理的虐待（21％）、性的虐待
（4.1％）と続く。

時8分

2

3

03年からの9年間、友田さんは米ハーバード大学と共同で、虐待と脳の関係を研
究した。米国に住む18〜25歳の約1500人を集め、その中から幼少期に虐待を受け
た経験のある人とない人を対象に、知能検査と磁気共鳴断層撮影（MRI）検査を実

（1）激しい体罰による前頭前野の萎縮──幼少期に激しい体罰を長期にわたり受

「胸がデカイだけじゃ売れない！」
サンズ・野田会長が振り返る巨乳グ
ラドル秘話 週プレNEWS 4月30日
(木)0時0分

4

施。虐待によって脳が傷つくこと、虐待のタイプによって傷つく部位が次の4パタ
ーンに分かれることを明らかにした。

上村遼太くん 天国の弟へ…兄が
捧げた「感涙の手紙」 女性自身 4
月29日(水)11時0分

子どもの時に受けた虐待が、その後の発達にどう影響するのか。福井大学教授の友
田明美さん（小児発達学）の研究が注目されている。

遺体埋められた船橋18歳少女 通った歓楽街
の“落とし穴”〈週刊朝日〉 dot. 4月30日(木)7

“フクイチ”で新たな恐怖！ 海外の研
究者や政府関係者が不安視、苛立つ
最悪の「地底臨界」危機進行中？ 週
プレNEWS 4月28日(火)6時0分

5

秒速で1億円稼ぐ男・与沢翼がシ
ンガポールで大復活！ 週刊SPA!
4月21日(火)9時21分

けると、感情や理性をつかさどる「前頭前野」が約19％萎縮する。
（2）暴言虐待による聴覚野の拡大──幼少期に暴言による虐待を受けると、会話
や言語をつかさどる「聴覚野」の一部が約14％拡大する。
（3）性的虐待による視覚野の萎縮──幼少期に性的虐待を受けると、視覚をつか
さどる「視覚野」が約18％萎縮する。
（4）両親のDV目撃による視覚野の萎縮──幼少期に頻繁に両親のDVを目撃する
と、視覚野の一部が約6％萎縮する。
虐待が脳に影響を与えるメカニズムを、友田さんはこう説明する。
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150430-00000007-sasahi-soci

あわせて読みたい
遺体埋められた船橋18歳少女 通った歓楽街の“落
とし穴”〈週刊朝日〉 dot. 4月30日(木)7時8分
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「過酷な体験に適応するよう、それぞれをつかさどる脳の部位が過敏に変化してい
ると考えられます」
※AERA

(木)9時21分

安倍首相主催の「桜を見る会」はディスコのお立ち
台？〈週刊朝日〉 dot. 4月30日(木)11時36分

2015年4月27日号より抜粋

【関連記事】

誰も文句を言わない「中高年ブラック
バイト」の現場 週刊SPA! 4月30日

上村遼太くん 天国の弟へ…兄が捧げ
た「感涙の手紙」 女性自身 4月29日
(水)11時0分

集団暴行殺害事件

主導した少女に性的虐待の過去 〈AERA〉

遺体埋められた船橋18歳少女

通った歓楽街の“落とし穴” 〈週刊朝日〉

「ゴムはつけたりつけなかったり…」産んでは捨てるを繰り返す夫婦 〈週刊朝日〉
高2少女が同級生に明かした“動機”「おばあちゃんが嫌い」 〈週刊朝日〉

普遍的に女ウケする「男の顔立ちラン
キング」 週刊SPA! 4月30日(木)9時21
分

厚生労働省 、 児童養護施設 、 ネグレクト を調べる

アクセスランキング（国内）
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リチウム電池持ち込みでトラブル＝LCC社員
殴った容疑で逮捕―千葉県警 時事通信 4月
29日(水)15時45分

dot.のtwitterアカウント

dot.のgoogle＋アカウント

4

AERAの記事一覧

福島第一原発は石棺で封じ込める
しかない 小出裕章・元京都大学原
子炉実験所助教が会見 ビデオニ

ュース・ドットコム 4月29日(水)8時30分

dot.の前後の記事
東京の穴場「0円スポット」！！〈dot.〉

韓国軍のベトナム慰安所報道で処
分、「左遷」 TBS山口敬之ワシ
ントン支局長に激励の声相次ぐ
J-CASTニュース
2分

週刊朝日の記事一覧

GWに行きたい！

ミス・ユニバース宮本さん「ハーフで
も日本の代表」…ネット批判に「その
人たちの考え変える」 産経新聞 4月

5

11時38分

安倍首相主催の「桜を見る会」はディスコのお立ち台？〈週刊朝日〉 11時36分

「美人すぎる市議」、八戸でまた
誕生 元グラドル２９歳の久保百
恵さん withnews 4月27日(月)12
時17分

記事一覧を見る

TEDカンファレンスのプレゼンテーション動画

Yahoo!ニュース 雑誌関連記事
親の七光りなんて言わせない！ 続々デビューするセレブの娘たち。

チャンスを生み出す人になろう:
カレ・アンダーソン

（VOGUE JAPAN） 4

月24日(金)16時10分
あごの筋肉がほぐれると免疫力がアップする？

（＠ＤＩＭＥ） 4月24日(金)8時10分

10年後には7割の仕事がなくなる!?生き残るための「ビジネス筋トレ」

（ダイヤモンド・オ

ンライン） 4月24日(金)8時0分
脳科学から見えてきた！やる気を高める4つの方法／澤口俊之（脳科学者）

（PHP Biz

Online 衆知（THE21）） 4月20日(月)12時30分
バロテッリが人種差別の標的に

差別的投稿がプレミア選手最大の8000件超

Magazine ZONE web） 4月17日(金)15時43分

（Soccer

新着動画ニュース（国内）
暑い大阪 登場後初めてのGW道頓堀グ
リコ看板前にぎわう THE PAGE 12時
14分

!

安倍政権は危険な火遊びをしていない
か ビデオニュース・ドットコム 12時
10分

!

【動画解説】GW 油断大敵 "車
内"と"気温差" ウェザーマップ 10時32
分

!

【動画】30日（木）GW2日目も不安
定エリアあり（30日7時更新） ウェザ
ーマップ 7時24分

http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150430-00000007-sasahi-soci
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