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東区の介護保険リハビリテーション事業者の連絡協議会を立ち上げ
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ケアマネジメントの質をワンランクアップさせる
説明の仕方・プレゼンテーションのコツ

特集1

ポイント

　現在，自立支援に沿ったケアプランが求め
られている。以前のように援助内容だけを考
えればよかった時代から変化し，本人の意欲
を向上させるために，利用者を中心とした家
族や多職種の強固なチーム形成が必要となっ
てくる。筆者は以前，本誌の連載（『実践ICF』

（2018年８・９月号から１年間連載）の中で，
ICFが多職種の共通言語として適しており，自
立支援に有用であることを論じた。本稿では以
前の連載を踏まえ，ICF整理チャートを用い，
利用者の意欲を高めるためのプレゼンテーショ
ンのコツについて症例を通して解説していく。

実践ICFとは

　ICFは医療・介護で活用されてきた健康観

を分類するためのツールであり，その正式名
称は生活機能・障害・健康の国際分類（Inter
national Classification of Functioning, 
Disability and Health）， 略 し てICFと 呼 ば
れている。
　筆者が勧める実践ICFでは，利用者の生活
機能を心身機能や活動などといった各項目を
羅列して表現するのではなく，ICF整理チャー
トを活用することを推奨している。なぜなら
ば，各項目同士が相互に依存すること（相互
依存性）や相対的に独立すること（相対的独
立性）（図１）を分かりやすく表現でき，本
人が取り組むべき課題や必要な支援が明確に
なるからである。
　また，利用者が生きがいを持って暮らして
いく，つまり参加（生きがい）を最重要項目
として考えることを特徴としており，参加を
考える際は，利用者の嗜好や価値観といった
個人因子の情報収集を綿密に行う必要がある。
その結果，利用者の生活に密接したオリジナ
ルな参加目標が立案され，利用者の意欲が向

●生きがいとしての参加支援。

●目標と課題を明確にする。

●多職種の共通言語として活用する。
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上するケアプランを作成することができる。

意欲が高まる目標の設定

　目標は達成期間に応じて，長期目標と短期
目標に分けて考える。

●長期目標
　今後ますます寿命が延長していく中，健康
寿命を伸ばしていくことを長期的な目標とし
ていくことが重要である。日本WHO協会が
示した定義によると，「健康とは，病気でな
いとか，弱っていないということではなく，
肉体的にも，精神的にも，そして社会的にも，
すべてが満たされた状態」２）と記されている。
　高齢になると，病気になることや老化を避
けることはできない。しかし，高齢者自身が
肉体的な問題に向き合いながら，社会に役割
を持つことで，精神的な満足につながり，生

活意欲が高まるということである。
　これらを踏まえ，筆者の経験上，生活期で
の目標を設定するポイントとしては，長期目標
は「自立した生活をする」や「活き活き暮らす」
などといった人生の道しるべとなるような項
目に設定するということである。利用者が病気

相互依存性と相対的独立性
　大川１）によるとICFは，心身機能・身体構造，活動，参加は各々が相互に影響を与えている相互依存性と，
相互に影響を及ぼさない相対独立性の２種類の関係性があり，さらに相互依存性は図１に示す左から右へ
影響を及ぼすタイプと，その逆の右から左へと影響を及ぼすタイプに分けられると述べている。これら３
つのパターン（図１）を対象者の課題によって使い分け，活用できるのがICFの特徴である。
　脳梗塞で片麻痺を呈した症例を，これらの３つのパターンに分けて解説する。

①相互依存性：左から右パターン
　脳梗塞（健康状態）の影響で運動麻痺（心身機能）を呈し，歩行困難（活動）になることで，職場復帰
が困難（参加）となる。このパターンは職場復帰するために，運動麻痺を改善し，歩行を再獲得する以外
の改善策がないと運命づけられた考え方である。

②相互依存性：右から左パターン
　右から左パターンには，正と負の２つのサイクルが考えられる。
　一つは，職場復帰困難で（参加），活動する機会が減り（活動），その結果，筋力や持久力が低下（心身機能）
するという負のサイクルである。その一方で，正のサイクルは，職場復帰する代わりにデイサービスを利
用し，楽しみを得る（参加）ことで，歩行（活動）などの活動する機会が増え，その結果，筋力や持久力（心
身機能）が向上するということである。ケアマネジャーは常にサイクルが正になるよう，各要素間の両方
向の矢印を有効活用して考える必要がある。

③相対的独立性
　運動麻痺（心身機能）を後遺症であると考え，移動手段を歩行（活動）ではなく電動車いすをレンタル
する（環境因子）ことで，移動（活動）が自立し，その結果，職場復帰（参加）が可能となる。このように，
心身機能の改善に依存しなくても，環境因子を活用することで活動や参加が改善するということが，相対
的独立性である。病気（健康状態）に向き合い，心身機能の障害を後遺症として受け入れ，活動や参加の
改善を図ること，すなわち障害受容の考えが相対的独立性の考え方であり，ICFの最大の特徴である。

コラム

▲

相互依存性
①左から右パターン（≒ICIDH，運命論）

心身機能
身体構造 活動 参加

▲

相対的独立性（＝ICF，生活モデル）

心身機能
身体構造 活動 参加

②右から左パターン（≒ICF，生活モデル）

心身機能
身体構造 活動 参加

図１ 相互依存性と相対的独立性
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や老化と向き合い，残りの人生をいかに健康
的に送るのか，すなわち参加（楽しみや生き
がい）を達成することを考える必要がある。
　しかし，高齢になると「もうこの歳ですか
ら」と，以前の趣味活動や仕事をするといっ
た活き活きと暮らしていた自分と切り離して
考えがちである。そこで，なぜ理想とする暮
らしを断念するのかを深掘りする作業をあき
らめないことが肝心である。
　ブリタニカ国際大百科事典によると，目標
とは「身体的運動，心的活動など生体の行う行
動が目指している最終的な結果。このような行
動が引起されるためには生体が特定の動機，動
因の状態にあることを必要とするが，必ずしも
その最終結果についての観念をもっていたり，
意識していたりする必要はない」３）と記されて
いる。すなわち，立案された目標が達成される
か否かではなく，目標を達成するための動機・
動因として利用することが重要なのである。
ICFで言うと，参加目標（生きがい）を持つこ
とで，結果的に健康状態（病気）や心身機能，
そして活動といった生活機能を向上させる意
欲が高まり，行動できるよう支援すること
が，ケアプランに直結すればよいのである。

●短期目標
　その一方で，短期目標は達成することを期
待できる具体的な項目を設定することで，目
標の達成を目指す。例えば，「現状を維持す
る」などといった漠然としたものではなく，

「トイレに行けるようになる」といった具体
的で生活に密着した目標を立案することで，
その達成に向けての利用者の課題と支援内容
が明確となる。そして，短期目標を達成した
暁には，長期目標に向けた新たな短期目標を
設定し，再びその目標の達成を目指してい
く。そして，成功体験を積み重ねていくこと
で，病気や障害を呈しても張りのある人生を

一生送るという長期的な目標の達成を目指す
ことができるのである。

ICF整理チャートは 
誰でも活用できる

　ICF整理チャートは，病気の有無や年齢に
関係なく，全人類，誰でも表現することがで
きる。対象者自身の参加目標を立案すること
で，それに必要な現在の生活機能をシンプル
に抽出することができ，その課題を導き出す
ことができる。また，背景因子を含めた全体
像を俯瞰してみることができるので，自分事
として課題に向き合い，その取り組み（支援）
を明確に表現できる。実際に，疾病や障害が
ない現役世代の症例を紹介する。

●症例１
背景因子（環境因子，個人因子）
44歳，男性
職業：介護福祉士（実務経験10年）
　勤務先は，介護事業を手広く展開する医療法
人が運営する介護老人保健施設（併設のケアプ
ランセンターではケアマネジャーを募集中）。
家族構成：４人家族（妻，子ども２人）
趣味：家族旅行

健康状態
良好

生活機能（心身機能，活動，参加）
心身機能：BMI29（体重75kg，身長160cm），

ケアマネジャー試験に合格する知識が未熟
（その他の特定の，および詳細不明の，個

別的精神機能※に該当）
活動：自転車通勤（20分），仕事（週休２日，

夜勤４回/月）

※「その他の特定の，および詳細不明の，個別的精神機能
（ICFコードｂ189）」	 	
　心身機能の中の個別的精神機能の一つに該当し，各対
象者に求められる特定の知識や能力のことを指す４）。
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参加（生きがい）：生計を立て家族を養う
目標（参加目標）
短期：ケアマネジャー試験に合格する
長期：仕事にやりがいを持つ
　これらの情報をICF整理チャート（図２）
で表現する。勤務先にはケアマネジャーの欠
員があり，試験に合格することにより，参加
目標を達成できる環境である。しかし，学力
が不足しており，今後さらなる努力が必要で
ある。また，現在，健康状態は良好だがBMI
が高値を示しており，今後，健康状態への影
響も懸念され，減量する必要がある。通勤を
自転車から徒歩に変更するなど，運動不足を
改善することを検討している。
　この症例のように，ICFは老化や障害を呈
していなくとも，人生の道しるべを表現する
ものとして誰にでも有効なツールである。読
者が自身のICF整理チャートを完成させるこ
とで，ICFをより身近なものとしてイメージ
できるようになるので，一度作成してみるこ
とをお勧めしたい。

●症例２
背景因子（環境因子，個人因子）
77歳，男性
職業：無職（70歳まで会社員）

趣味：野球観戦（以前は球場観戦が主であっ
たが，現在はテレビ観戦）

性格：真面目，頑張り屋，神経質
　自宅はマンション（３LDK）で妻と２人暮
らし，息子夫婦は近所に住居，収入は年金の
み，介護保険（要介護１，通所リハビリテー
ションと車いすのレンタル利用）。

健康状態
陳旧性脳梗塞（５年前発症），高血圧，糖尿病

生活機能（心身機能，活動，参加）
心身機能：右上下肢軽度片麻痺，下肢筋力低

下，持久力低下，短期記銘力低下
活動：食事自立，更衣自立，整容自立，入浴

は通所リハビリテーションで見守り，外出
は車いすで介助

参加（生きがい）：通所リハビリテーション
に通い，リハビリテーションを受けること

  step１　
　まず，現在の情報をICF整理チャートに表
現する（図３）。このチャートでは，各要素
が隈なく表現されており，各々に関連性（相
互依存性，相対独立性）があることは分かる。
また，環境の「息子夫婦は近所に住居」「収
入は年金のみ」については，参加を説明する
際には不必要な情報であるため削除すること

【健康状態】良好

【活動】
自転車通勤（20分）
介護福祉士

（週休２日，夜勤４回/月）

【環境因子】
４人家族（妻，子ども２人）

職場は介護事業を手広く展開する医療法人の中の介護老人保健施設
併設のケアプランセンターでケアマネジャーを募集中

【個人因子】
44歳　男性

職業：介護福祉士（実務経験10年）
趣味：家族旅行

【参加】
生計を立て家族を養う

〈参加目標〉
短期：ケアマネジャー試験に合格する
長期：仕事にやりがいを持つ

【心身機能】
BMI29（体重75kg，身長160cm）

特定の知識が未熟
ケアマネジャー試験に
合格できる学力

徒歩通勤

受験勉強

図２ 症例１のICF整理チャート
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が望ましい。さらに，参加は「リハビリテー
ションを受けること」としているが，この症
例ではすでにこの参加は到達しているため，
日々の暮らしを漫然と過ごすこととなる。
　高齢者の継続した意欲を支援するには，意
欲が向上する参加目標を立案することが大切
である。そのためには，目標となる自己課題
を明確にする必要がある。ここではリハビリ

テーションを手段とし，何を目標とするのか
を考えることが重要である。
　次に，目標（長期と短期）を設定すること
でICF整理チャートが変化していくことを解
説していく（図４）。

  step２　
　長期目標を「通所リハビリテーションを卒
業し，野球観戦などの外出する機会を増や

【健康状態】陳旧性脳梗塞（５年前発症）
高血圧，糖尿病

【環境因子】
自宅はマンション（３LDK）で妻と２人暮らし，
息子夫婦は近所に住居，収入は年金のみ，

介護保険
要介護１，通所リハビリテーションと

車いすのレンタル利用

【個人因子】
77歳，男性

職業：無職（70歳まで会社員）
趣味：野球観戦（以前は球場観戦が主であったが，現

在はテレビ観戦）
性格：真面目，頑張り屋，神経質

【心身機能】
右上下肢軽度片麻痺，

下肢筋力低下，持久力低下，
短期記銘力低下

【活動】
食事自立，更衣自立，整容自立，
入浴は通所リハビリテーションで
見守り，外出は車いすで介助

【参加】
通所リハビリテーションに通い，
リハビリテーションを受けること

息子夫婦は近所に住居息子夫婦は近所に住居は近 収入は年年金のみ年金のみ収入は年年

図３ 症例２のICF整理チャート（現在の情報）

【健康状態】陳旧性脳梗塞（５年前発症）
高血圧，糖尿病

【環境因子】
自宅はマンション（３LDK）で妻と２人暮らし，

介護保険
要介護１，通所リハビリテーションと

車いすのレンタル利用

【個人因子】
77歳，男性

職業：無職（70歳まで会社員）
趣味：野球観戦（以前は球場観戦が主であったが，現

在はテレビ観戦）
性格：真面目，頑張り屋，神経質

【心身機能】
右上下肢軽度片麻痺，

下肢筋力低下，持久力低下，
短期記銘力低下

【参加】
通所リハビリテーションに通い，
リハビリテーションを受けること
〈参加目標〉
短期：自立生活
長期：通所リハビリテーション

を卒業し，野球観戦など
の外出する機会を増やす

【活動】
食事自立，更衣自立，整容自立，
入浴は通所リハビリテーションで
見守り，外出は車いすで介助

屋外歩行評価：見守りで10分
間は可能，段差昇降も手すりが
あれば可能

浴室に手すりがない
陳旧性脳梗塞
（５年前発症）

週１回，妻の見守りで
自宅での入浴開始

陳旧性脳梗塞（５年前発症）陳旧性脳梗塞（５年前発症）塞（

住宅改修で手すり設置

通所リハビリテーションで
屋外歩行訓練を開始

図４ 症例２のICF整理チャート（目標を設定したもの）
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す」に設定する。その実現のために，短期目
標は通所リハビリテーションを卒業すること
を支点にした。そして，現在，人的な介助を
必要としている「屋外歩行」「自宅での入浴」
の自立を目指した。
　新たな評価として，屋外歩行と自宅での入
浴の評価を行ったところ，屋外での歩行は見
守りで10分間は可能であり，段差昇降は手
すり支持にて可能であった。また，自宅の浴
室には手すりがなく，要介助であることが分
かった。このことから，屋外歩行については
長距離歩行自立を目指すために，通所リハビ
リテーションでの屋外歩行訓練が開始となっ
た。また，自宅での入浴を実施できるよう手
すりが設置され，週に１回，妻の見守りの下
で入浴訓練が実施された。
　健康状態では，現在も治療の対象となって
いる高血圧と糖尿病のみを表記し，陳旧性脳
梗塞については後遺症は残存しているものの
治療は終了しているため，ヒストリーとして
個人因子に移動した。すなわち，脳梗塞とい
う病気を過去のヒストリー（個人因子）とし
てとらえることで，本人の障害受容を促進

し，前進する気持ちを後押しする表現ができ
るからである。
　今一度，担当利用者の参加目標が適切に設
定され，意欲が向上するものになっているか
確認することをお勧めしたい。

参加支援から導く， 
利用者の意欲を高める 
プレゼンテーションのポイント

・利用者の意欲が向上する参加の目標を設定
する

・参加の目標を短期と長期に分けて設定する
・長期目標は人生の道しるべとなるような項
目に設定する

・短期目標は，長期目標の実現に必要な具体
的で達成できるようなものを立案し，更新
を重ねる

・ICFの特性である相互依存性と相対的独立
性を意識して作成する

・心身機能や活動などの各項目には，現在の
参加や参加目標の説明に必要な情報のみを
記載し，できるだけシンプルに仕上げる

・障害受容を促す�観点から，過去の既往歴は
個人因子に記載する

・�参加の実現に必要な課題や
必要な支援が明確になるよ
う表現する

まとめ
　医療チームとは，利用者を
中心に病気（健康状態）の改
善を目的とし，医療介護従事
者が手を取り合って連携する
ことを指す（図５）。しかし，
介護保険での生活期において
は，病気（健康状態）の改善
のみに着目するのではなく，
生活機能全体が向上するため

医師
薬剤師

リハビリテーション
スタッフ

医療ソーシャル
ワーカー

看護師 放射線技師

管理栄養士

患者・家族

図５ 医療チームとは
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にチームを構成することが求められる。すな
わち，医療チームにはなかった利用者や家族
もチームの一員となり，手を取り合うことが
重要となってくる（図６）。
　ICF整理チャートは共通言語（表）として
のコミュニケーションツールとなり５），また

参加（生きがい）から明確な課題を導き出す
ツールとしても役立ち，チームが協働し参加
の実現（生きがい）に向かうことで，利用者
の意欲を高め，維持していくことができる。
すなわち，プレゼンテーションのコツとは，
利用者がチームの一員としてICF作成に参画
することであると筆者は考える。
引用・参考文献
１�）大川弥生：「よくする介護」を実践するためのICFの
理解と活用―目標指向的介護に立って，中央法規出
版，2009.

２�）公益社団法人日本WHO協会ホームページ：健康の
定義について� h t tp : / /www. j apan -who . o r . j p /
commodity/kenko.html（2019年10月閲覧）

３�）ブリタニカ国際大百科事典：目標
　https://kotobank.jp/word/目標-142261（2019年10月
閲覧）

４�）障害者福祉研究会編：ICF国際生活機能分類―国際
障害分類改定版，中央法規出版，2002.

５）「国際生活機能分類－国際障害分類改訂版－」（日本
語版）の厚生労働省ホームページ掲載について，平成
14年８月５日社会・援護局障害保健福祉部企画課

医師

薬剤師

リハビリテーション
スタッフ

介護職

看護師

管理栄養士

患者・家族
福祉用具業者

ケアマネ

図６ 生活期におけるチーム

•健康状況と健康関連状況，結果，決定因子を理
解し，研究するための科学的基盤の提供

•健康状況と健康関連状況とを表現するための共
通言語を確立し，それによって，障害のある人々
を含む，保健医療従事者，研究者，政策立案者，
一般市民などのさまざまな利用者間のコミュニ
ケーションを改善すること

•各国，各種の専門保健分野，各種サービス，時
期の違いを超えたデータの比較

•健康情報システムに用いられる体系的コード化
用分類リストの提供

表 厚生労働省ホームページによるICFの目的

プログラム

［時間］10：00～16：00

山本弘子氏

認知症高齢者の
摂食・嚥下評価と
リハビリテーション

都立府中療育センター 訓練科／言語聴覚士

本誌購読者 16,000円　一般 19,000円参加料／税込

仙台
20年 2/15（土）
ショーケー本館ビル

東京
20年 4/25（土）
日総研 研修室（廣瀬お茶の水ビル）

日総研 14727お客様の生の声は 検索

１．認知症の有無で変わる？ 変わらない？
　  摂食・嚥下リハのゴールとは
２．関係ある？ ない？ 認知症と摂食・嚥下機能
３．どう判断したらいいの？ 
　   認知症高齢者の経口・非経口
４．ビデオ学習 こんな時どうする？ 
　  認知症高齢者への食事援助
５．実務直結！ 専門知識を生かした嚥下訓練

口を開けない・のみこまない・誤嚥を繰り返す

演習で聴診器
を使用します
ので、各自ご
持参願います
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支援者を支援するための姿勢・
効果的なかかわり方

主任介護支援専門員，社会福祉士。1995年川崎医療福祉大学医療福
祉学部卒業。養護老人ホーム，在宅介護支援センターでの経験を経て，
2006年より芦屋市精道地域包括支援センターに勤務，基幹的業務を
担当。2012年４月より現職。

芦屋市精道地域包括支援センター　基幹的業務担当
社会福祉士／主任介護支援専門員

針山大輔

ケアマネジメントの質をワンランクアップさせる
説明の仕方・プレゼンテーションのコツ

特集1

ポイント

　「支援者を支援する」とは，すなわち「スー
パービジョン」である。しかし，ケアマネジャー
に限らず，対人援助職者の多くは，過去にスー
パービジョンを受ける経験（スーパーバイジー
の経験）がない中でも，実践現場においてスー
パービジョンの担い手としての役割（スーパー
バイザーの役割）が求められている。そして，
その多くは契約に基づいて継続的に実施され
るスーパービジョンとは異なり，職場の上司
や先輩として “突発的” “偶発的” に求めら
れるものが大半を占めるのではないだろうか。
　本稿では，筆者が現場実践者としてこれま
で実施してきたスーパービジョン，とりわけ
突発的・偶発的に職場内で実施してきた “イ
ンフォーマルなスーパービジョン” を基に，
支援者を支援する際に求められる姿勢や視
点，方法について再考する。
　なお，筆者はスーパーバイザーとして十分
な実践力が備わっていないこと，本来的な意

味合いのスーパービジョンには到底及ばない
ことを前提とし，本稿では便宜上，支援者支
援の担い手を「スーパーバイザー」（以下，
バイザー），受け手を「スーパーバイジー」
（以下，バイジー）とする。

どのような場面で 
スーパービジョンは実施されるか

　前述のとおり，筆者が経験してきたスーパー
ビジョンのほとんどは現場でのインフォーマ
ルなもので，これらは決して量的に多いもの
ではないと推察するが，過去に筆者が経験し
ているものについて「どのような場面で実施さ
れるか」を整理すると，概ね次のようになる。

①担当するケースへの支援に関する相談
を受ける場面

②担当するケースに関する報告を受ける
場面

③職員間でのやり取りの直後
④利用者などとの電話や来所によるやり
取りの直後

⑤事業所内で実施する事例検討会

　これら①～⑤の場面は連続的あるいは複合
的に生じる場合もあるが，単純に整理すると，
①は職員から筆者，②～⑤は筆者から職員へ
の働きかけである。つまり，インフォーマル

●支援者を支援することを「スーパービ
ジョン」と言う。

●現場での「スーパービジョン」は突発
的・偶発的に実践される。

●「バイジー理解」と「利用者理解」が
両輪で行われる。
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なスーパービジョンの多くは，バイジーから
能動的に開始されるものではなく，バイザー
から能動的に開始されるものと考えられる。
　当然ながら，バイザーの立場から考えると，
最も対応しやすいのは①である。利用者への
支援においてもまったく同様である。その理
由は，“相談する側” の問題解決に対する動
機（モチベーション）が高いからである。言
い換えると，「今のこの状況を何とかしたい
と思っているのは誰か？」ということである。
　②は，大きく２つのパターンに分けること
ができる。一つは，利用者や担当者に “ネガ
ティブな事象” が生じている場合である。典
型例は，「利用者からの苦情」や「緊急対応
の要請」だが，これらは考えるまでもなく対
応が必要不可欠である。もう一つは，ルーチ
ン業務の中，例えば提出された報告書類や会
議などでバイザーが気づき，バイジーに働き
かけるパターンである。
　③～⑤はすべてバイザー側からの働きかけ
であり，「今のこの状況を何とかしたいと
思っているのは誰か？」という問いに答える
のであれば，それは “バイザー” ということ
になる。つまり，“引っかかっている” のは
バイザーである。
　しかし，「利用者への支援」もまったく同
様であるが，インフォーマルなスーパービ
ジョンは，「対象者が希望しなければ行わな
い」というわけではなく，専門的価値によっ
て立ち，かかわる必要性が生じる場合があ
る。すなわち，バイザーは “バイジーの望ま
ないかかわり” を実施しなければならないこ
とも念頭に置いておきたい。

インフォーマル・スーパービジョン
の実際

　「バイザー・バイジーの関係性」「バイジー・

アセスメント」など，よりよいスーパービジョ
ンを考えるためのポイントは多数存在する。こ
こでは，実際のやり取り（現場におけるイン
フォーマルなスーパービジョン）を題材に，筆
者が重要だと考えるポイントについて解説する。

【事例】
バイジー：29歳，男性，社会福祉士。大
学卒業後に特別養護老人ホームで介護
職員として５年，デイサービスで相談
員として１年の経験を経て，６カ月前
に地域包括支援センターに異動してき
た。３カ月前から１人でケースを担当
するようになった。

バイザー：45歳，女性，主任介護支援
専門員，社会福祉士。相談援助歴20
年。在宅介護支援センターで５年，居
宅介護支援事業所で15年の実践を経
て，１年前に地域包括支援センターの
センター長となった。

　次のスーパービジョンの逐語録は便宜上，
バイジーを「CM」，バイザーを「SV」とする。

①導入
１ CM （パソコンのケアプラン作成画

面を黙ってにらんでいる）
２ SV 何かあった？　難しい顔して。

手が止まっているみたいだけど。
３ CM ああ，すみません。ケアプラン

の書き方に行き詰まっているん
です。

４ SV 書き方？
５ CM 書き方と言うか，総合的課題と

目標を何て書けばよいか分から
なくて。

６ SV ということは，その利用者をど
う理解しているかにかかわって
くるね。

７ CM そう言われると，確かにそうで
すね…。アセスメントできてい
ないってことでしょうか？
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８ SV 断定できないけど，じっくり考
えてみる必要はあるかもね。で
も，分からないことをそのまま
流してしまうんじゃなくて，
しっかり向き合う姿勢は大切。
だから，誰かと話しながら考え
を整理するのもよいと思うよ。
今，私が取りかかっている仕事
があと15分ぐらいで一段落す
るから，その後なら付き合える
けど？　それまで，その利用者
がどんな人なのかじっくり考え
るためにエコマップを書いてみ
るのはどうかな？

９ CM そうですね。じゃあ，エコマッ
プを書いて少し頭の中を整理し
てみます。

　前述のように，インフォーマル・スーパー
ビジョンはバイジーからの相談ではなく，バ
イザーからの働きかけで始まるものが少なく
ない。バイジーの様子を観察していたバイ
ザーが働きかける形で今回のスーパービジョ
ンが始まっている。
　４でバイザーは，バイジーの「書き方」と
いう言葉を繰り返し，話の続きを促してい
る。言葉どおり，バイジーが書き方につまず
いているのであれば，書籍や資料を手がかり
に解決できるかもしれない。つまり，「情報
サポート」のみで完結する可能性がある。し
かし，バイザーはバイジーの発した言葉を短
絡的にとらえず，バイジーが言葉にできない
問題意識にも目を向け確認しようとしている。
　８では，バイジーを承認した上で，情報を
自ら整理するように課題を与えている。この
課題は，バイジーが持っている利用者に関す
る情報の整理と分析，つまり「再アセスメン
ト」に当たる。さらに，バイジーの課題への
取り組み状況や情報整理を基にして，バイ
ザーはバイジーの今の能力をアセスメントす
ることにつなげられる。

②スーパービジョンの課題設定
10 SV お待たせ。エコマップは書けた？
11 CM できました。こんな感じです。
12 SV うん。きれいに書けてる。とこ

ろで，いくつか確認したいんだ
けど，まず時間はどれぐらい大
丈夫？

13 CM １時間後に訪問があります。そ
れまでは大丈夫です。

14 SV 分かった。私は40分後に会議
があるから，最大で30分とい
うことにしよう。

15 CM はい。
16 SV じゃあ，次は，気になっている

ことをもう一度教えて。さっき
は「プランの書き方」と言って
いたけど。

17 CM はい。改めて考えてみると，書
き方ではないと思いました。こ
の利用者さんと娘さんの意向が
違っていて，そんな場合はプラ
ンに何て書けばよいのか教えて
ほしかったんです。

18 SV 「意向が違う」と言うと？
19 CM 娘さんは，本人が閉じこもりが

ちなのでデイサービスに通わせ
たいんです。でも，本人はぜん
ぜん乗り気じゃない。最終的に
は一度体験利用することになっ
たのですが…。

20 SV 本人を無理やり説得してきたよ
うに感じているのよね？

21 CM そうなんです。
22 SV その違和感はとても大切。じゃ

あ，本人を無理やり説得するの
ではなく，ほかにどんなかかわ
り方があったかを一緒に考えて
みよう。その上で，今後どんな
ふうに軌道修正すればよいか考
えよう。私が「こうすればよい」
とアドバイスするのではなく，
自分で考えて，自分で判断す
る。それを目指そう。

23 CM はい。難しそうですがやってみ
ます。

24 SV じゃあ，まず，その利用者さん
がどんな人か，エコマップも
使って説明してもらえる？
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　12～14のやり取りは，互いに用いること
ができる時間を話し合っている。いたずらに
長いのも，バイザーの都合だけで一方的に打
ち切られてしまうのも，バイジーとしては困
惑するだろう。とても重要なやり取りである。
　16はバイジーの問題意識の確認である。つ
まり，スーパービジョンの課題設定である。
18～21のやり取りは，明確化のプロセスで
ある。
　22は課題を設定し，バイジーとの間で共
有している。これは，利用者支援における
“仮の契約” と言われるものと同様と考える
ことができる。
　やり取りから分かるように，バイジーが直
面しているのは，「互いの意向が異なる利用
者と家族にどのようにかかわるか」という典
型的な倫理的ジレンマであるが，バイジーは
自分の引っかかりを見つめ，言語化できる力
があると評価できる。
　バイジーから説明された利用者の概要は次
のとおりである。

利用者：Ａさん，72歳，女性
世帯状況：５年前に夫が病死し，それを
機に次女と同居。長女は２世帯住宅の
２階に家族と同居。
現症：変形性膝関節症，軽度の認知症
（いずれも通院加療中）
相談の経緯：約１カ月前に娘２人が地域
包括支援センターに相談し，要介護認
定を申請（要支援２）。
初回相談時の主訴（娘２人）：デイサービ
スに行かせたい。日中１人になると何
もせずぼーっとしている。夜間，トイ
レに行く時も転倒しそうになるので，
娘が付き添っている。風呂も転倒の危
険性があるので，娘が交替で手伝って

おり，風呂用の手すりやいすが欲しい。
本人の話：しんどいので，普段はほとん
ど横になって過ごしている。出かける
のはしんどい。トイレや風呂は１人で
は不安なので，（これまでどおり）娘
に手伝ってほしい。

③初回面接の状況
25 SV 今回は初回面接だったのよね。

面接には誰がいて，どんな位置
関係で座ったのか聞かせてもら
える？

26 CM はい。面接はＡさんと同居して
いる娘さん（次女）と私の３人
です。リビングで面接しました。
Ａさんと娘さんが２人掛けのソ
ファに並んで座っていて，私は
その90度横のいすに座らせて
もらいました。娘さんの横です。

27 SV 娘さんの横に座った感じね。
28 CM そうですね。まずかったですね…。
29 SV どういうことだろう？
30 CM Ａさんは，私が娘さんの話を聞

きに来ていると思うでしょうね。
31 SV 座った位置だけで判断できない

けど，もしかしたらＡさんは
「娘の話を聞きに来た人」だと
感じたかもしれないね。よい気
づきがあったね。

　ケアマネジメントの実践プロセスにおい
て，アセスメントの多くは面接で行われる。
特に初回面接は，同席者や位置関係，その時
のやり取りなどがその後の利用者と援助職者
の援助関係に大きく影響を与える。
　25からのやり取りは，面接がどのように
行われたかを確認するプロセスである。バイ
ジーには内省力があり，このプロセスで自分
が利用者本人より次女が近い距離で面接して
しまったことの悪影響に気づいた。
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④再アセスメント～親子の相互の理解
32 SV ところで，○○さん（CM）は

Ａさんと娘さんの意向が違って
いることがそもそもの“引っか
かり”だったよね。お２人は○
○さんに対してそれぞれの意向
をどのように話されたの？

33 CM 娘さんは，訪問のアポイントを
取ろうと電話した時に話されま
した。娘さんが仕事に出かける
と，Ａさんは１人で何もせず
ぼーっとしているのでデイサー
ビスに行かせたい，と。

34 SV 訪問の時には？
35 CM 「一人にすると何もしないから，

このままではよくない」と話さ
れました。

36 SV その話をＡさんは聞いていたの
ね？

37 CM はい，聞いていました。
38 SV Ａさんは娘さんの話を聞いてど

う思ったんだろう？
39 CM 「娘たちが心配してくれるのは

ありがたいけど，私は今困って
いることはない」と話されてい
ました。

40 SV 「今困っていることはない」っ
て話されたのね。○○さんはそ
れを聞いてどう思った？

41 CM 困ってるのは娘さんなんだろう
な，と思いました。Ａさんには
自覚がない。

42 SV 私の解釈だけど，「今困ってい
ることはない」と言うＡさんに
とっての一番の問題は，「娘た
ちが必要以上に自分のことを心
配している」ってことかな？

43 CM そうですね…。そう考えると，
デイサービスを体験利用すると
Ａさんが同意したのは「娘たち
のため」で，自分のためではな
いかもしれません。△△さん
（SV）に問いかけられて気づき
ましたが，それぞれが何を問題
に思っていて，それを互いに伝
え合っているかを確認するのは
とても大切ですね。

44 SV 関係性って一口に言うけど，い
ろいろな要素が絡み合って生じ
ているものだからね。よい気づ
きがあったね。今後の面接の中
で確認するチャンスはあると思
うから，その時には確認して
ね。ケアプランのことだけど，
今の時点では確かな情報がない
から，お２人の“互いが互いを
思う気持ち”をうまく生かす方
向で作るとよいかもね。

　今回のスーパービジョンの主たるテーマで
ある「親子の関係性」に関するやり取りであ
る。Ａさんと次女がそれぞれどのような問題
意識や意向を持っているか，それを面接でバ
イジーはどのようなプロセスで把握したかを
確認している。
　さらに，44ではバイジーに情報がなかっ
たため，バイザーの解釈で話が展開されてい
る。このやり取りだけでプランを作成すると
いうのは少し乱暴であるが，バイジーの悩ん
でいた「ケアプラン作成」にも触れている。

⑤再アセスメント 
～Ａさんの意欲向上のための方策
45 SV ところで，もしＡさんがデイ

サービスを利用することになっ
たら，Ａさんの生活はどう変わ
ると考えているの？

46 CM 外出機会ができます。今は娘さ
んのお仕事が休みの週末に買い
物に行く程度しか外出していな
いので。お風呂にも入れます。

47 SV 外出機会が増えるのはもちろん
よいことだろうけど，生活全体
にはどんな影響があるんだろう？

48 CM 生活全体ですか。うーん，活気
が出る？　…よく分かりません。

49 SV そうね。じゃあ，外出機会が増
えることで，Ａさんにはどんな
変化を期待する？

50 CM ああ，それは…，やっぱり意欲
が高まることでしょうね。生き
生きする感じですか。
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51 SV つまり，○○さんは，Ａさんの
意欲を高めることをケアプラン
のねらいにしたいのね？

52 CM そうです。質問されて初めて気
づきました。

53 SV ケアプランに記載されているこ
とは大切。でも，Ａさんがその
気にならないと。面接中にＡさ
ん自身が意欲を高めることが大
切だと感じ取れる場面があった
の？

54 CM はい。Ａさんが面接の途中でし
んどいと言って，ソファで寝
ちゃったんです。その後は娘さ
んと話をしていたんです。その
中で娘さんが「今はこんな調子
ですが，以前はコーラスを教え
ていたんですよ」と話したら，Ａ
さんがむくっと起き上がってコー
ラスのことを話し出したんです。

55 SV Ａさん，どんな気持ちだったん
だろうね？

56 CM うーん，そうですね…。やっと
私の出番が来た，っていう感じ
ですね。

57 SV 今になって振り返ってみると，
Ａさんを主として面接を進めら
れていなかったと気づいたけ
ど，面接中にはそうは思えな
かったのね？

58 CM はい。Ａさんから聞きたいと思
いながら，アセスメントシート
を埋めないといけないという気
持ちが先に立ってしまっていま
した。娘さんから聞く方が早い
ので…。だめですね。

59 SV 気持ちは分かる。限られた時間
でいかに効率的に情報を収集す
るかはみんなが考えること。で
も，こうして落ち着いて振り
返って気づけたのだから，次か
ら気をつけることもできるよね。

60 CM はい。自分のペースで仕事を進
めないように気をつけます。

61 SV ところで話を戻すけど，意欲を
高める方法のことだけど，デイ
サービス以外に方法は何か思い
ついた？

62 CM デイサービス以外の方法ですか…。
あんまり考えませんでした。

63 SV コーラスはどうして行かなく
なったのかな？

64 CM 体力的にしんどくなった，と娘
さんが話していました。

65 SV もし，Ａさんに「体力をつけて，
もう一度コーラスに行ってみま
せんか？」と質問したら，何て
答えたと思う？

66 CM 「もう結構です」か，「そうです
ね。できるならそうしたい」か
のどちらかでしょうね…。そう
ですね。「もう結構です」と言
われても，「今は難しいと思う
かもしれませんが，目標にしま
せんか？」と返すことはできま
した。

　「バイジーが “デイサービス利用ありき”
で面接を進めてきたのではないか」という仮
説の下，バイザーは45の問いかけをし，そ
の質問の意図が伝わらなかったため，49で
別の角度から質問している。スーパービジョ
ンでは，バイジーが理解できる内容や言語で
やり取りを行うことが大前提である。51は
バイジーの発言を言い換え，さらに53で「な
ぜバイジーはそう考えたのか」という根拠を
面接場面に求めている。バイジーの類推でな
く，事実と照らし合わせながら思考すること
が重要であることを伝えている。
　バイジーの問いかけに対し，54でバイジー
は面接中の出来事を語る。これに対しバイ
ザーは55で，Ａさんの心境を類推するため
の質問をしている。バイジーが思考を深化さ
せる問いかけとも言える。この問いかけを
きっかけにして，バイジーは「面接の主体を
Ａさんに置かず，自分のペースで進めてい
た」という気づきに至る。このように，スー
パービジョンでは，バイザーが一方的に指導
するのではなく，バイジーが深く考えたり，
言葉にしたりする機会を持てるように働きか
けることが重要である。
　なお，57～60は，この事例に限定せず，
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仕事への向き合い方に関する振り返りとなっ
ている。スーパービジョンは，１つの事例を
深く掘り下げて思考する機会だけでなく，
「仕事に向き合う姿勢」や「対人援助実践の
あり方」などに及ぶ場合がある。
　65は仮定質問である。実際にその場面に
戻ってやり直すことなど不可能であるが，深
く思考したり，バイジーが似たような場面に
遭遇した場合のリハーサルをしたりすること
ができる。

まとめ
　本稿では，支援者支援をスーパービジョン
として解釈し，現場で取り組まれることが多
いインフォーマルなスーパービジョンについ
て，筆者自身の経験をデフォルメした事例で
のやり取りを基に検討した。
　支援者支援も利用者支援同様に，さまざま
な要素（例えば，バイザーとバイジーの関係
性）と “プロセス全体” を通して実践・評価
されるものであり，本来であれば今回のよう

に一部分だけを切り取って解説するようなこ
とは望ましくない。
　そして，最も重要なことは，利用者支援の
主体が利用者であるのと同様に，支援者支援
の主体は支援者，つまり「利用者を支援して
いる支援者」である。であれば必然的に，「利
用者支援」で配慮されることは「支援者支援」
でも同様に取り扱われるべきである。中でも
筆者が最も大切に考えたいのは，「支援者の変
化の可能性」である。対人援助において欠か
すことができない大切な考え方であると思う。

参考文献
１）福祉専門職のための統合的・多面的アセスメント―
相互作用を深め最適な支援を導くための基礎，ミネル
ヴァ書房，2019.

２）渡部律子：高齢者援助における相談面接の理論と実
際，医歯薬出版，1999.

３）渡部律子編著：基礎から学ぶ気づきの事例検討会―
スーパーバイザーがいなくても実践力は高められる，
中央法規出版，2007.

４）渡部律子編著，兵庫県介護支援専門員協会編：ケア
マネジメントの進め方―利用者満足を高める100のポ
イント，中央法規出版，2015.

５）奥川幸子：身体知と言語―対人援助技術を鍛える，
中央法規出版，2007.

認知症の人が、なぜその行動をとるのか分かるから介護者の心理的負担が軽減し、前向きに取り組める！

日総研 14860ねらい・お客様の声は 検索

林 炎子氏  看護師

認知症の人の世界を心で理解した上でBPSDへの
対応方法を学ぶから、今まで以上に腑に落ちる。

認知症の人と介護者の認識の違いが理解できれば
どう対応すればいいか分かり、良好な関係が築ける！

プログラム

認知症VR体験
BPSD対応スキルアップ

札幌
20年 3/29（日）
ネストホテル札幌駅前

大阪
20年 3/8（日）
田村駒ビル

東京
20年 1/19（日）
日総研 研修室（廣瀬お茶の水ビル）

［時間］10：00～16：00 本誌購読者 16,000円　一般 19,000円参加料／税込

40名限定

日本高齢者アタッチメント協会 代表
にこにこハート株式会社 代表取締役

VR（バーチャル・リアリティ）を使った演習で
認知症の人の世界が理解できる！

１．専門職に求められる認知症ケアのスキル
●認知症高齢者の現状と今後の行方
●認知症ケアにおける専門職に求められるもの

２．認知症の人の世界をVRで体験
●まずは認知症という”状態”をおさらい
※VRを使って
　【認知症の人の立場から見た日常生活】を
　より身近に感じていただきます

３．認知症の原因疾患のおさらい
●認知症の原因疾患を理解する
●原因疾患による症状とBPSDの特徴

４．認知症の人との適切なコミュニケーション
●認知症の人のコミュニケーションの特徴
●コミュニケーション上の留意点
●非言語コミュニケーションの上手な活用法

５．BPSDへの対応と悪化させない関わり方
暴力・暴言行為／介護拒否／徘徊／異食行為／弄便行為／不安／被害妄想　など

６．急変を未然に防ぐ！ 認知症の人の日常観察のポイント
●日頃の状態観察の視点
●看護師が急変を疑ったほうがいい認知症高齢者の状態
●介護職が知っておきたい観察のしかた、報告のポイント

東京
19年 12/15（日）

満　席
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支援者を支援するための姿勢・
効果的なかかわり方

主任介護支援専門員，社会福祉士。1995年川崎医療福祉大学医療福
祉学部卒業。養護老人ホーム，在宅介護支援センターでの経験を経て，
2006年より芦屋市精道地域包括支援センターに勤務，基幹的業務を
担当。2012年４月より現職。

芦屋市精道地域包括支援センター　基幹的業務担当
社会福祉士／主任介護支援専門員

針山大輔

ケアマネジメントの質をワンランクアップさせる
説明の仕方・プレゼンテーションのコツ

特集1

ポイント

　「支援者を支援する」とは，すなわち「スー
パービジョン」である。しかし，ケアマネジャー
に限らず，対人援助職者の多くは，過去にスー
パービジョンを受ける経験（スーパーバイジー
の経験）がない中でも，実践現場においてスー
パービジョンの担い手としての役割（スーパー
バイザーの役割）が求められている。そして，
その多くは契約に基づいて継続的に実施され
るスーパービジョンとは異なり，職場の上司
や先輩として “突発的” “偶発的” に求めら
れるものが大半を占めるのではないだろうか。
　本稿では，筆者が現場実践者としてこれま
で実施してきたスーパービジョン，とりわけ
突発的・偶発的に職場内で実施してきた “イ
ンフォーマルなスーパービジョン” を基に，
支援者を支援する際に求められる姿勢や視
点，方法について再考する。
　なお，筆者はスーパーバイザーとして十分
な実践力が備わっていないこと，本来的な意

味合いのスーパービジョンには到底及ばない
ことを前提とし，本稿では便宜上，支援者支
援の担い手を「スーパーバイザー」（以下，
バイザー），受け手を「スーパーバイジー」
（以下，バイジー）とする。

どのような場面で 
スーパービジョンは実施されるか

　前述のとおり，筆者が経験してきたスーパー
ビジョンのほとんどは現場でのインフォーマ
ルなもので，これらは決して量的に多いもの
ではないと推察するが，過去に筆者が経験し
ているものについて「どのような場面で実施さ
れるか」を整理すると，概ね次のようになる。

①担当するケースへの支援に関する相談
を受ける場面

②担当するケースに関する報告を受ける
場面

③職員間でのやり取りの直後
④利用者などとの電話や来所によるやり
取りの直後

⑤事業所内で実施する事例検討会

　これら①～⑤の場面は連続的あるいは複合
的に生じる場合もあるが，単純に整理すると，
①は職員から筆者，②～⑤は筆者から職員へ
の働きかけである。つまり，インフォーマル

●支援者を支援することを「スーパービ
ジョン」と言う。

●現場での「スーパービジョン」は突発
的・偶発的に実践される。

●「バイジー理解」と「利用者理解」が
両輪で行われる。
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なスーパービジョンの多くは，バイジーから
能動的に開始されるものではなく，バイザー
から能動的に開始されるものと考えられる。
　当然ながら，バイザーの立場から考えると，
最も対応しやすいのは①である。利用者への
支援においてもまったく同様である。その理
由は，“相談する側” の問題解決に対する動
機（モチベーション）が高いからである。言
い換えると，「今のこの状況を何とかしたい
と思っているのは誰か？」ということである。
　②は，大きく２つのパターンに分けること
ができる。一つは，利用者や担当者に “ネガ
ティブな事象” が生じている場合である。典
型例は，「利用者からの苦情」や「緊急対応
の要請」だが，これらは考えるまでもなく対
応が必要不可欠である。もう一つは，ルーチ
ン業務の中，例えば提出された報告書類や会
議などでバイザーが気づき，バイジーに働き
かけるパターンである。
　③～⑤はすべてバイザー側からの働きかけ
であり，「今のこの状況を何とかしたいと
思っているのは誰か？」という問いに答える
のであれば，それは “バイザー” ということ
になる。つまり，“引っかかっている” のは
バイザーである。
　しかし，「利用者への支援」もまったく同
様であるが，インフォーマルなスーパービ
ジョンは，「対象者が希望しなければ行わな
い」というわけではなく，専門的価値によっ
て立ち，かかわる必要性が生じる場合があ
る。すなわち，バイザーは “バイジーの望ま
ないかかわり” を実施しなければならないこ
とも念頭に置いておきたい。

インフォーマル・スーパービジョン
の実際

　「バイザー・バイジーの関係性」「バイジー・

アセスメント」など，よりよいスーパービジョ
ンを考えるためのポイントは多数存在する。こ
こでは，実際のやり取り（現場におけるイン
フォーマルなスーパービジョン）を題材に，筆
者が重要だと考えるポイントについて解説する。

【事例】
バイジー：29歳，男性，社会福祉士。大
学卒業後に特別養護老人ホームで介護
職員として５年，デイサービスで相談
員として１年の経験を経て，６カ月前
に地域包括支援センターに異動してき
た。３カ月前から１人でケースを担当
するようになった。

バイザー：45歳，女性，主任介護支援
専門員，社会福祉士。相談援助歴20
年。在宅介護支援センターで５年，居
宅介護支援事業所で15年の実践を経
て，１年前に地域包括支援センターの
センター長となった。

　次のスーパービジョンの逐語録は便宜上，
バイジーを「CM」，バイザーを「SV」とする。

①導入
１ CM （パソコンのケアプラン作成画

面を黙ってにらんでいる）
２ SV 何かあった？　難しい顔して。

手が止まっているみたいだけど。
３ CM ああ，すみません。ケアプラン

の書き方に行き詰まっているん
です。

４ SV 書き方？
５ CM 書き方と言うか，総合的課題と

目標を何て書けばよいか分から
なくて。

６ SV ということは，その利用者をど
う理解しているかにかかわって
くるね。

７ CM そう言われると，確かにそうで
すね…。アセスメントできてい
ないってことでしょうか？
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８ SV 断定できないけど，じっくり考
えてみる必要はあるかもね。で
も，分からないことをそのまま
流してしまうんじゃなくて，
しっかり向き合う姿勢は大切。
だから，誰かと話しながら考え
を整理するのもよいと思うよ。
今，私が取りかかっている仕事
があと15分ぐらいで一段落す
るから，その後なら付き合える
けど？　それまで，その利用者
がどんな人なのかじっくり考え
るためにエコマップを書いてみ
るのはどうかな？

９ CM そうですね。じゃあ，エコマッ
プを書いて少し頭の中を整理し
てみます。

　前述のように，インフォーマル・スーパー
ビジョンはバイジーからの相談ではなく，バ
イザーからの働きかけで始まるものが少なく
ない。バイジーの様子を観察していたバイ
ザーが働きかける形で今回のスーパービジョ
ンが始まっている。
　４でバイザーは，バイジーの「書き方」と
いう言葉を繰り返し，話の続きを促してい
る。言葉どおり，バイジーが書き方につまず
いているのであれば，書籍や資料を手がかり
に解決できるかもしれない。つまり，「情報
サポート」のみで完結する可能性がある。し
かし，バイザーはバイジーの発した言葉を短
絡的にとらえず，バイジーが言葉にできない
問題意識にも目を向け確認しようとしている。
　８では，バイジーを承認した上で，情報を
自ら整理するように課題を与えている。この
課題は，バイジーが持っている利用者に関す
る情報の整理と分析，つまり「再アセスメン
ト」に当たる。さらに，バイジーの課題への
取り組み状況や情報整理を基にして，バイ
ザーはバイジーの今の能力をアセスメントす
ることにつなげられる。

②スーパービジョンの課題設定
10 SV お待たせ。エコマップは書けた？
11 CM できました。こんな感じです。
12 SV うん。きれいに書けてる。とこ

ろで，いくつか確認したいんだ
けど，まず時間はどれぐらい大
丈夫？

13 CM １時間後に訪問があります。そ
れまでは大丈夫です。

14 SV 分かった。私は40分後に会議
があるから，最大で30分とい
うことにしよう。

15 CM はい。
16 SV じゃあ，次は，気になっている

ことをもう一度教えて。さっき
は「プランの書き方」と言って
いたけど。

17 CM はい。改めて考えてみると，書
き方ではないと思いました。こ
の利用者さんと娘さんの意向が
違っていて，そんな場合はプラ
ンに何て書けばよいのか教えて
ほしかったんです。

18 SV 「意向が違う」と言うと？
19 CM 娘さんは，本人が閉じこもりが

ちなのでデイサービスに通わせ
たいんです。でも，本人はぜん
ぜん乗り気じゃない。最終的に
は一度体験利用することになっ
たのですが…。

20 SV 本人を無理やり説得してきたよ
うに感じているのよね？

21 CM そうなんです。
22 SV その違和感はとても大切。じゃ

あ，本人を無理やり説得するの
ではなく，ほかにどんなかかわ
り方があったかを一緒に考えて
みよう。その上で，今後どんな
ふうに軌道修正すればよいか考
えよう。私が「こうすればよい」
とアドバイスするのではなく，
自分で考えて，自分で判断す
る。それを目指そう。

23 CM はい。難しそうですがやってみ
ます。

24 SV じゃあ，まず，その利用者さん
がどんな人か，エコマップも
使って説明してもらえる？
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　12～14のやり取りは，互いに用いること
ができる時間を話し合っている。いたずらに
長いのも，バイザーの都合だけで一方的に打
ち切られてしまうのも，バイジーとしては困
惑するだろう。とても重要なやり取りである。
　16はバイジーの問題意識の確認である。つ
まり，スーパービジョンの課題設定である。
18～21のやり取りは，明確化のプロセスで
ある。
　22は課題を設定し，バイジーとの間で共
有している。これは，利用者支援における
“仮の契約” と言われるものと同様と考える
ことができる。
　やり取りから分かるように，バイジーが直
面しているのは，「互いの意向が異なる利用
者と家族にどのようにかかわるか」という典
型的な倫理的ジレンマであるが，バイジーは
自分の引っかかりを見つめ，言語化できる力
があると評価できる。
　バイジーから説明された利用者の概要は次
のとおりである。

利用者：Ａさん，72歳，女性
世帯状況：５年前に夫が病死し，それを
機に次女と同居。長女は２世帯住宅の
２階に家族と同居。
現症：変形性膝関節症，軽度の認知症
（いずれも通院加療中）
相談の経緯：約１カ月前に娘２人が地域
包括支援センターに相談し，要介護認
定を申請（要支援２）。
初回相談時の主訴（娘２人）：デイサービ
スに行かせたい。日中１人になると何
もせずぼーっとしている。夜間，トイ
レに行く時も転倒しそうになるので，
娘が付き添っている。風呂も転倒の危
険性があるので，娘が交替で手伝って

おり，風呂用の手すりやいすが欲しい。
本人の話：しんどいので，普段はほとん
ど横になって過ごしている。出かける
のはしんどい。トイレや風呂は１人で
は不安なので，（これまでどおり）娘
に手伝ってほしい。

③初回面接の状況
25 SV 今回は初回面接だったのよね。

面接には誰がいて，どんな位置
関係で座ったのか聞かせてもら
える？

26 CM はい。面接はＡさんと同居して
いる娘さん（次女）と私の３人
です。リビングで面接しました。
Ａさんと娘さんが２人掛けのソ
ファに並んで座っていて，私は
その90度横のいすに座らせて
もらいました。娘さんの横です。

27 SV 娘さんの横に座った感じね。
28 CM そうですね。まずかったですね…。
29 SV どういうことだろう？
30 CM Ａさんは，私が娘さんの話を聞

きに来ていると思うでしょうね。
31 SV 座った位置だけで判断できない

けど，もしかしたらＡさんは
「娘の話を聞きに来た人」だと
感じたかもしれないね。よい気
づきがあったね。

　ケアマネジメントの実践プロセスにおい
て，アセスメントの多くは面接で行われる。
特に初回面接は，同席者や位置関係，その時
のやり取りなどがその後の利用者と援助職者
の援助関係に大きく影響を与える。
　25からのやり取りは，面接がどのように
行われたかを確認するプロセスである。バイ
ジーには内省力があり，このプロセスで自分
が利用者本人より次女が近い距離で面接して
しまったことの悪影響に気づいた。
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④再アセスメント～親子の相互の理解
32 SV ところで，○○さん（CM）は

Ａさんと娘さんの意向が違って
いることがそもそもの“引っか
かり”だったよね。お２人は○
○さんに対してそれぞれの意向
をどのように話されたの？

33 CM 娘さんは，訪問のアポイントを
取ろうと電話した時に話されま
した。娘さんが仕事に出かける
と，Ａさんは１人で何もせず
ぼーっとしているのでデイサー
ビスに行かせたい，と。

34 SV 訪問の時には？
35 CM 「一人にすると何もしないから，

このままではよくない」と話さ
れました。

36 SV その話をＡさんは聞いていたの
ね？

37 CM はい，聞いていました。
38 SV Ａさんは娘さんの話を聞いてど

う思ったんだろう？
39 CM 「娘たちが心配してくれるのは

ありがたいけど，私は今困って
いることはない」と話されてい
ました。

40 SV 「今困っていることはない」っ
て話されたのね。○○さんはそ
れを聞いてどう思った？

41 CM 困ってるのは娘さんなんだろう
な，と思いました。Ａさんには
自覚がない。

42 SV 私の解釈だけど，「今困ってい
ることはない」と言うＡさんに
とっての一番の問題は，「娘た
ちが必要以上に自分のことを心
配している」ってことかな？

43 CM そうですね…。そう考えると，
デイサービスを体験利用すると
Ａさんが同意したのは「娘たち
のため」で，自分のためではな
いかもしれません。△△さん
（SV）に問いかけられて気づき
ましたが，それぞれが何を問題
に思っていて，それを互いに伝
え合っているかを確認するのは
とても大切ですね。

44 SV 関係性って一口に言うけど，い
ろいろな要素が絡み合って生じ
ているものだからね。よい気づ
きがあったね。今後の面接の中
で確認するチャンスはあると思
うから，その時には確認して
ね。ケアプランのことだけど，
今の時点では確かな情報がない
から，お２人の“互いが互いを
思う気持ち”をうまく生かす方
向で作るとよいかもね。

　今回のスーパービジョンの主たるテーマで
ある「親子の関係性」に関するやり取りであ
る。Ａさんと次女がそれぞれどのような問題
意識や意向を持っているか，それを面接でバ
イジーはどのようなプロセスで把握したかを
確認している。
　さらに，44ではバイジーに情報がなかっ
たため，バイザーの解釈で話が展開されてい
る。このやり取りだけでプランを作成すると
いうのは少し乱暴であるが，バイジーの悩ん
でいた「ケアプラン作成」にも触れている。

⑤再アセスメント 
～Ａさんの意欲向上のための方策
45 SV ところで，もしＡさんがデイ

サービスを利用することになっ
たら，Ａさんの生活はどう変わ
ると考えているの？

46 CM 外出機会ができます。今は娘さ
んのお仕事が休みの週末に買い
物に行く程度しか外出していな
いので。お風呂にも入れます。

47 SV 外出機会が増えるのはもちろん
よいことだろうけど，生活全体
にはどんな影響があるんだろう？

48 CM 生活全体ですか。うーん，活気
が出る？　…よく分かりません。

49 SV そうね。じゃあ，外出機会が増
えることで，Ａさんにはどんな
変化を期待する？

50 CM ああ，それは…，やっぱり意欲
が高まることでしょうね。生き
生きする感じですか。
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51 SV つまり，○○さんは，Ａさんの
意欲を高めることをケアプラン
のねらいにしたいのね？

52 CM そうです。質問されて初めて気
づきました。

53 SV ケアプランに記載されているこ
とは大切。でも，Ａさんがその
気にならないと。面接中にＡさ
ん自身が意欲を高めることが大
切だと感じ取れる場面があった
の？

54 CM はい。Ａさんが面接の途中でし
んどいと言って，ソファで寝
ちゃったんです。その後は娘さ
んと話をしていたんです。その
中で娘さんが「今はこんな調子
ですが，以前はコーラスを教え
ていたんですよ」と話したら，Ａ
さんがむくっと起き上がってコー
ラスのことを話し出したんです。

55 SV Ａさん，どんな気持ちだったん
だろうね？

56 CM うーん，そうですね…。やっと
私の出番が来た，っていう感じ
ですね。

57 SV 今になって振り返ってみると，
Ａさんを主として面接を進めら
れていなかったと気づいたけ
ど，面接中にはそうは思えな
かったのね？

58 CM はい。Ａさんから聞きたいと思
いながら，アセスメントシート
を埋めないといけないという気
持ちが先に立ってしまっていま
した。娘さんから聞く方が早い
ので…。だめですね。

59 SV 気持ちは分かる。限られた時間
でいかに効率的に情報を収集す
るかはみんなが考えること。で
も，こうして落ち着いて振り
返って気づけたのだから，次か
ら気をつけることもできるよね。

60 CM はい。自分のペースで仕事を進
めないように気をつけます。

61 SV ところで話を戻すけど，意欲を
高める方法のことだけど，デイ
サービス以外に方法は何か思い
ついた？

62 CM デイサービス以外の方法ですか…。
あんまり考えませんでした。

63 SV コーラスはどうして行かなく
なったのかな？

64 CM 体力的にしんどくなった，と娘
さんが話していました。

65 SV もし，Ａさんに「体力をつけて，
もう一度コーラスに行ってみま
せんか？」と質問したら，何て
答えたと思う？

66 CM 「もう結構です」か，「そうです
ね。できるならそうしたい」か
のどちらかでしょうね…。そう
ですね。「もう結構です」と言
われても，「今は難しいと思う
かもしれませんが，目標にしま
せんか？」と返すことはできま
した。

　「バイジーが “デイサービス利用ありき”
で面接を進めてきたのではないか」という仮
説の下，バイザーは45の問いかけをし，そ
の質問の意図が伝わらなかったため，49で
別の角度から質問している。スーパービジョ
ンでは，バイジーが理解できる内容や言語で
やり取りを行うことが大前提である。51は
バイジーの発言を言い換え，さらに53で「な
ぜバイジーはそう考えたのか」という根拠を
面接場面に求めている。バイジーの類推でな
く，事実と照らし合わせながら思考すること
が重要であることを伝えている。
　バイジーの問いかけに対し，54でバイジー
は面接中の出来事を語る。これに対しバイ
ザーは55で，Ａさんの心境を類推するため
の質問をしている。バイジーが思考を深化さ
せる問いかけとも言える。この問いかけを
きっかけにして，バイジーは「面接の主体を
Ａさんに置かず，自分のペースで進めてい
た」という気づきに至る。このように，スー
パービジョンでは，バイザーが一方的に指導
するのではなく，バイジーが深く考えたり，
言葉にしたりする機会を持てるように働きか
けることが重要である。
　なお，57～60は，この事例に限定せず，
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仕事への向き合い方に関する振り返りとなっ
ている。スーパービジョンは，１つの事例を
深く掘り下げて思考する機会だけでなく，
「仕事に向き合う姿勢」や「対人援助実践の
あり方」などに及ぶ場合がある。
　65は仮定質問である。実際にその場面に
戻ってやり直すことなど不可能であるが，深
く思考したり，バイジーが似たような場面に
遭遇した場合のリハーサルをしたりすること
ができる。

まとめ
　本稿では，支援者支援をスーパービジョン
として解釈し，現場で取り組まれることが多
いインフォーマルなスーパービジョンについ
て，筆者自身の経験をデフォルメした事例で
のやり取りを基に検討した。
　支援者支援も利用者支援同様に，さまざま
な要素（例えば，バイザーとバイジーの関係
性）と “プロセス全体” を通して実践・評価
されるものであり，本来であれば今回のよう

に一部分だけを切り取って解説するようなこ
とは望ましくない。
　そして，最も重要なことは，利用者支援の
主体が利用者であるのと同様に，支援者支援
の主体は支援者，つまり「利用者を支援して
いる支援者」である。であれば必然的に，「利
用者支援」で配慮されることは「支援者支援」
でも同様に取り扱われるべきである。中でも
筆者が最も大切に考えたいのは，「支援者の変
化の可能性」である。対人援助において欠か
すことができない大切な考え方であると思う。
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認知症の人が、なぜその行動をとるのか分かるから介護者の心理的負担が軽減し、前向きに取り組める！

日総研 14860ねらい・お客様の声は 検索

林 炎子氏  看護師

認知症の人の世界を心で理解した上でBPSDへの
対応方法を学ぶから、今まで以上に腑に落ちる。

認知症の人と介護者の認識の違いが理解できれば
どう対応すればいいか分かり、良好な関係が築ける！

プログラム

認知症VR体験
BPSD対応スキルアップ

札幌
20年 3/29（日）
ネストホテル札幌駅前

大阪
20年 3/8（日）
田村駒ビル

東京
20年 1/19（日）
日総研 研修室（廣瀬お茶の水ビル）

［時間］10：00～16：00 本誌購読者 16,000円　一般 19,000円参加料／税込

40名限定

日本高齢者アタッチメント協会 代表
にこにこハート株式会社 代表取締役

VR（バーチャル・リアリティ）を使った演習で
認知症の人の世界が理解できる！

１．専門職に求められる認知症ケアのスキル
●認知症高齢者の現状と今後の行方
●認知症ケアにおける専門職に求められるもの

２．認知症の人の世界をVRで体験
●まずは認知症という”状態”をおさらい
※VRを使って
　【認知症の人の立場から見た日常生活】を
　より身近に感じていただきます

３．認知症の原因疾患のおさらい
●認知症の原因疾患を理解する
●原因疾患による症状とBPSDの特徴

４．認知症の人との適切なコミュニケーション
●認知症の人のコミュニケーションの特徴
●コミュニケーション上の留意点
●非言語コミュニケーションの上手な活用法

５．BPSDへの対応と悪化させない関わり方
暴力・暴言行為／介護拒否／徘徊／異食行為／弄便行為／不安／被害妄想　など

６．急変を未然に防ぐ！ 認知症の人の日常観察のポイント
●日頃の状態観察の視点
●看護師が急変を疑ったほうがいい認知症高齢者の状態
●介護職が知っておきたい観察のしかた、報告のポイント

東京
19年 12/15（日）

満　席
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