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家族支援と対人援助 ちばっち 主宰

千葉晃央

大学卒業後，社会福祉法人京都国際社会福祉協力会に入職。
2021年４月より現職。対人援助学会，日本家族心理学会，日本社
会福祉士会所属。専門は家族カウンセリング（構造的家族療法，家
族合同面接，ジェノグラム，家族造形法，合同動的家族描画），ソー
シャルワーク（家族ソーシャルワーク，施設ソーシャルワーク，面接
技術，グループワークほか），障害者福祉。WEBサイト「家族支援
と対人援助ちばっち」では，家族支援をテーマにした事例検討会な
どの情報を発信している。
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　今回から６回にわたって，「家族への支援」に

ついて，私の理解していることを書きます。でき

るだけ，支援の現場，そして援助者養成などの現

場で実際に用いられている具体的な方法を述べて

いきます。以前，本誌の2019年２・３月号（Vol.13，

No.３）の特集記事で「家族療法の基本とアプ

ローチにおける留意点」について執筆しました。

機会がありましたら，合わせてお読みください。

＊　＊　＊

　家族支援（私の場合は家族療法）のトレーニン
グを受けるようになったのは，もう20年以上前
になります。社会福祉の現場に出て３年，ソー
シャルワークに関する基礎的な講座で学び，やっ
と家族療法を学ぶ受講資格を満たすことができま
した。当時は，私も独身で若く，自身の社会経験
も人生経験も今と比べると限られていました。
　福祉の仕事では，利用者の「暮らし」と向き合
います。その際，援助者個人の経験や価値観の影
響を受けやすく，できる限りその悪影響を減らさな
ければなりません。家族への支援は援助者が年齢や
経験を重ねないと難しいという意見もあります。
　しかし，講義やさまざまな演習を通して家族支
援を学ぶ民間の講座が長く行われてきました。そ
こでは，自分を深く知る「自己覚知」を目的にし

たトレーニングも準備されています。また，個人
ではなくチームで支援を行うことも，個人の価値
観の偏りや経験の不足を補うことになるのは皆さ
んもご存じのとおりです。よって，職場という
チームがとても重要になってきます。

支援に役立つジェノグラム

　私が家族への支援を学び始めた当初に受けたト
レーニングの１つは，「ジェノグラムを書く」こ
とです。ジェノグラムとは，ボーエンが用いた３
世代以上の情報を盛り込んだ家族図です。高齢者
領域では，利用者世代，その下の子ども世代，２
世代下の孫世代までをジェノグラムにすることが
多いです。利用者が生きてきた経過を考える必要
がある場合は，利用者の上２世代ぐらいも含めま
す。ジェノグラムを正しく書くことで，さまざま
なことができるようになります（図１，２）。
　そのため，援助者養成の講座などでは，記録に
用いるためにジェノグラムの書き方を習います。
ところが，今でも記録用紙にジェノグラムを書く
スペースがない職場が結構あるようです。私の周
りでも，「ジェノグラムを書く習慣が職場にない
ので，まずはケース記録にジェノグラムを書くこ

誰でも理解されたい！ 
ジェノグラムを活用して利用者・家族への理解を深めよう

34 達人ケアマネ  vol.16  no.4



とから始めました」とおっしゃる方が複数いらっ
しゃいます。その後，有用性を職場が認識するよ
うになり，フェイスシートにジェノグラムを書く
スペースを設けたと聞くこともよくあります。
　また，もともと書くスペースはあっても，「書
き方を共有していなかったので，みんなで学習
会を行いました」という声も聞きます。職場に
よっては，ジェノグラム作成ソフトや，ジェノ
グラム標記のイラストパーツが並んでいて，そ
こからコピーして作成する独自のジェノグラム
作成フォームを用いているところもあります。
皆さんの職場はいかがでしょうか。支援の質の
向上を目指しているなら，ジェノグラムをもう
少し活用してみてもよいかもしれません。
　福祉職が具体的に使えるツールは多くありま
せん。ジェノグラムが書けると関係性も「見え
る化」することができます。また，ジェノグラ
ムをベースにエコマップを作成すると，家族全
体の関係性をより理解しやすくなります。多世
代が登場し，複数の家族メンバーと出会うことが
高齢者領域の特徴です。これまでの経過と現在を
理解できるジェノグラム，血縁に限らない現在の
状況を把握できるエコマップの機能は優秀です。

ジェノグラム活用の効果

　ジェノグラムを正しく書くためには，「事実
をきちんと把握する」ことが大切です。その過
程で利用者・家族のさまざまなエピソードを把
握することも，利用者・家族との関係づくりに
有効です。
　高齢になると，子どものころや若いころを振
り返って語る場面がよくあります。1960年代
にアメリカの精神科医であるロバート・バト
ラーが提唱した「回想法」は，本人が若いころ
に使っていた物や写真などを用意して，その思
い出話に耳を傾けることで，脳に刺激を与える

ジェノグラムの書き方図１
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ジェノグラム記入例図２

•居住形態，誰と誰が住んでいるかを点線で囲む。
•家族に関する情報を記載する。年齢，健康状態，病名，死
因，同居状況，職業，学歴，居住地などを加える。
•家族と共につくる。
→家族自身が気づくことも出てくる。
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ことができるとされ，現場でも実践されてきまし
た。そうした際に，利用者や家族の思い出を援助
者と共有できれば，利用者や家族との信頼関係の
構築につながります。
　長い人生を歩んでこられた高齢の利用者の歴史
を把握するのは容易ではありませんが，その何十
年もの歴史が，今，目の前にいるその人をつくっ
ています。それを理解せずに相手と良好な関係を
つくろうというのは難しいでしょう。
　私は，高齢の利用者ととても良好な関係を築き，
信頼関係に基づいて支援を行っている現場の職員
に複数お会いしました。その方々に共通する特徴
の一つは，高齢期になるまでの話をしっかり理解，
共有し，その人生に敬意を払っていることでした。
その利用者のそれまでの努力を尊敬しているという
思いや姿勢は，利用者にも家族にも伝わります。
　援助者は，利用者の人生が終盤になり，できる
ことが減って，サポートを受けている状況で出会
います。しかし家族は，これまでバリバリ働いて，
こだわりを持って社会や家庭で多くのことを成し遂
げてきた姿を知っています。援助者がそうした大切
な歴史にも目を向け，その努力や苦労を知ってくれ
ているかどうかを，本人もご家族も見ています。そ
んな支援者の存在がご家族の支援につながります。

把握しておきたい 
利用者・家族のエピソード

●仕事
　時代を考えると特に男性の利用者との面接で
は，仕事の話題を取り挙げることが大切だといわ
れます（もちろん，仕事をされていた女性も同様
です）。高齢の利用者は「男性は外で働く」とい
う時代を生き抜いてきたわけですから，仕事の上
での苦労話は外すことができません。いろいろな
分野で働いてきた方に支援者は出会います。地域
によって産業などの特性もありますし，過去には

あって，今はなくなった仕事もあります。
　もちろん，仕事の話題に踏み込むには，援助者
が利用者やその家族から「この人になら話しても
いい」と思ってもらえるようにならなければなり
ません。適当に聞き流すような相手には苦労した
話をしたくはないでしょう。「あなたになら話す
価値がある」と思ってもらうことが大切なのです。
　例えば，その利用者の仕事について自分が知っ
ていることを話題にし，「少し知っていますよ」
と興味があることをアピールしてみるのも一つの
アプローチの方法です。
　自分が人生をかけたことについて真摯に聞いて
くれる人がいるのは，誰にとってもうれしいもの
です。努力や苦労を聞き，ねぎらいましょう。援
助者が，「私（利用者）の苦労を知ってくれてい
る人」になることが家族支援の基本です。

●出産・子育て
　出産や子育てを経験されていたら，それも鍵にな
る話題の一つです。特に，出産時には女性は命を懸
けています。当時は医療技術も今ほど進んでいませ
んし，子育て支援体制も未整備で，上の世代からの
圧力や周囲からのプレッシャーもたくさんあった時
代です。その時に誰がどんなふうに支えてくれたの
か（逆に支えてもらえなかったか）は，一生忘れるこ
とがないエピソードになっていることも多いです。
　命にかかわる時に誰がどんなふうに配慮してく
れたのかということが，その後の夫婦関係に影響
をもたらすことがあります。例えば，里帰り出産
です。実家であれば実の母に世話になるので不安
も軽減されます。しかし，実の父母との間に「あ
つれき」があればそうはいきません。義理の父母
のところでの出産を選択されるケースもあります
が，出産という大変な状況下で義理の父母の世話
になるということはストレスになることもあるで
しょう。そのような場面でのパートナーの振る舞
いは，後年まで「あの時はこうだった…」と話題に

36 達人ケアマネ  vol.16  no.4



なります。配偶者の不安にどう対処したかが，その
後の夫婦関係に影響をもたらすこともあります。こ
のあたりのことを理解するためにも，高齢の利用者
の上の世代の情報を知っておくことも大切です。

●戦争体験
　忘れてはならないのが，戦争のトラウマです。
日本は明治以降，富国強兵を掲げ複数の戦争をしま
した。高齢の方が生きた時代は，多い時で国民の
11％が軍人だったといいます。軍国主義，暴力主
義が時代の中心にあったのです。現在の高齢期の人
たちは，直接影響を受けたか，その影響下にあった
世代に育てられたのです。そうした厳しい経験をし
た人の中には，その成功体験も影響し，ほかの人に
もかつてと同じ厳しい経験を求めてしまう人もいま
す。反面教師として暴力的な対応をしないという
こともありますが，自分のつらい経験を受け入れ
るためにもそうせざるを得ないのです。高齢者の
「怒り」の背景の一つの要素はこうした歴史です。
　援助者は，そうした心的外傷の要素が時代背景
として強くあったことも踏まえ，そこを生きてこ
られた人として理解することも必要です。厳しい
経験を生き抜いたことを理解する援助者になるこ
とも，家族支援の近道の一つです。

●「決定」にまつわる人生の転機
　「仕事」「出産」などの経験には，さまざまな「決
定」が付きまといます。どこで働くのか，働き続ける
か転職するか，子どもを産むか産まないか，どこで
産むのか，立ち会うのか，産後どこで過ごすのか…。
こうした「決定」の場面に，その家族ならではの事
情がみえるといわれています。そこに今の困り事に
つながるエピソードがあることも多いです。その
事情を知ることが家族の理解につながります。
　「決定」を伴う大きな転機として，進学，就職，
結婚，離婚，転居，転勤，別居，独立，昇進，死
去，自殺企図，福祉サービスの利用開始，発症，

受傷，入院，出産，リストラ，転職，失業，退職，
手術，被災，終戦などがあります。こうした話題
が出てきたら，丁寧に話を聞きましょう。苦労を
伴う局面ばかりですので，「ああそうですか」で
通り過ぎる話題ではありません。ご苦労をねぎら
いながらうかがいましょう。

＊　＊　＊
　なお，援助者が利用者の生きてきた時代の背景
について全く知らないのは，相手（利用者）も話
題の広げようがありません。映画でも本でも新聞
でもネット情報でもよいので，幅広いジャンルのこ
とに目を向けることが支援に役立ちます。動画投稿
サイトなどには「19○○年の10大ニュース」といっ
た情報もありますので，上手に活用しましょう。

ジェノグラムの３つの使い方

　ジェノグラムの使い方は大きく分けて３つです。
　１つ目は，ここで取り上げてきたように「記録」
です。２つ目は，面接場面で用いる「ジェノグラ
ム面接」です。ジェノグラムを利用者と共有しな
がら面接を進める方法です。そのやり方や効果は，
次回以降に取り挙げます。３つ目は，ジェノグラ
ムを用いた事例検討です（ジェノグラムワーク）。
これについても，いずれ取り挙げたいと思います。
　利用者との会話の中で過去のエピソードが出て
きたら，現在のジェノグラムの年齢から年数を引
いて，当時の家族の状況をイメージしてみてくだ
さい。逆に，ジェノグラムの今の年齢に10を足
せば，10年後をイメージすることもできます。
ジェノグラム面接でそうした過去や未来のジェノ
グラムも活用すると，お互いに話をしやすくなり
ます。
　ジェノグラム面接もジェノグラムを用いた事例
検討も，各地の支援の現場で継続的に使われてき
ました。この連載を通して，あらためて触れてい
ただければと思います。
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