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「家族支援」を学ぶと身に付く 

 Competency(能力） 
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 ものごとを「システム的にとらえる力」 

出来事の全体像を俯瞰（ふかん）する
力 

 ものごとの相互作用（円環的視点）を
見る力 

出来事の解決力 

一歩抜きんでた支援者とは：～できる人             



家族アセスメント力の必要性  
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・医療構造の複
雑化と人々の
ニーズの多様化 
・情報の過多と過
疎 

• 家族の構造規模 ↓  

• 家族ネットワーク ↓ 

• 家族対処力↓ 

• 家族レジリエンス  ↓ 

 
家族支援スキル 

家族 アセスメ
ント力 
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  「Conflict」－軋轢・関わりのむつかしさとは何か   

本質は、それぞれが違った方向あるいは相反する方向に到達点をもっ
ており、そのためにズレが生じ、それが感情・行動となっている 

もの 

 「家族がむつかしい」という声－関わりが難しい家族 

 「家族がこわい」という声－クレーマー家族、モンスター家族 

 「家族がわからない」という声  －理解不能の家族 

援助者の目からみた、家族との間のやりにくさ、争い、
関わりの困難性である。＝ 一方通行の見方 

重要なのは、ズレの詳細とそのパターンを見極めること 



在宅ケアシステム 

医師 

ケアマネジャー 

看護師 

調整をするということ 

長女 

妻 

孫 

Ａさん 

家族システム 

個人と全体の文脈を
同時に推察しながら、
それぞれの相互作用
をとらえ、ズレ（悪循
環）を調整します。 

① 

③ 

② 
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・システム思考 

・クリティカルシンキング 

   （臨床推論） 

・解決志向 



通常、訪問時のケア内容等や長女からのA氏への
介護への日々の注意点は連絡ノートを使用してい
る。内容に応じてメールもしくは電話で連絡をした
いが「母への介護の時間が取られる。配慮が足り
ない」と発言あり。長女との面談は、数年前の契約
時のみであり、A氏のSPO2の低下時や便秘時の
対応についての長女から看護師への指示がある
が、理由不明のまま突然変わることや、ケア手順
を統一する工夫もしているが、ケア方法等が長女
の意にそぐわなかったとして訪問を断られた看護
師もでてきた。ケアマネを通して、担当者会議の開
催を提案したが、長女より「一度に大勢の人の訪
問は準備が必要。今非常に忙しく、時間をとること
ができない」との理由に開催できないまま現在に
至っている。提案は無視されることが多い。 

  

就労しており、夜間、休
日の介護を主に担って
いる。「弟は自分とはと
は同じように介護できな
い」と言い、長男の介護
状況も長女にとっては
不安要素である。 

長女
51歳 

Ａさん 

77歳 

「現状維持ではなく、少しでも回復を」 

長女から出る言葉は・・・ 

近所に住む。引き
こもり（？）。長女
から任された長男
の役割は移乗介
助と胃瘻からの経
管栄養実施、見
守り 

26年前に脊髄小脳変性症、12年前に
オリーブ橋小脳萎縮症の診断。要介
護5。末梢より四肢拘縮が進行。まば
たきでＹES・NO程度の意思表示。 

＊連絡ノートに多くの要求が書かれ、苦情が頻発し・・・ 事例検討 

長男 

48歳 

訪問診療、訪問看護、訪問介護、訪問入浴、福祉用具
貸与 
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渡辺式「家族アセスメント/支援モデル」の分析過程 

ステップ１：場面と分析対象者の焦点化 

ステップ2：課題の明確化 

 各自の「ストレス内容」と「対処内容」「対処の背景」を明ら
かにする 

ステップ3：全体像 

    ① 各自の文脈（ストーリー） 

    ② 相互作用を端的に表現（対処） 

    ③ パワーバランスと心的距離を考える 

ステップ4：援助の方向性 

 ① パワーバランス・心的距離の観点から考える 

 ② 悪循環パターンの解決から考える 



看護師 

家族成員（長女） 家族成員（長男） 

  従う 

（びくびく） 

言いつのる 

指示する（支配する） 

従う（とまどう？） 

家族システム 

在宅システム 

指示する 

（高圧的） 

医師 

文脈 

ストーリー 

患者 
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ヘルパー 

ケアマネ 

私は26年間母の病気
を看てきた。何とか母
の回復を期待して、
多くの専門家のサー
ビスを使ってきた。良
いサービスもあり質
が低いものもあった。
だからしっかり意向を
伝え、指示しておか
なければ、ならない。 

？ 

長女との面談は、数年前
の契約時のみであり、一
方的にノートで指示が示
される。確認もできず、し
かし怒らせると怖いので、
何も言えない。どうすれ
ば良いのか・・・ 



援助者の見方の変化 
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要求が高圧的で、
何かあるとすぐ苦
情を言ってくる長女 

長年一人で母親の介護
の責任者として、気張っ
てきた長女。孤立無援感
が威圧的言動を生み出し
ている 

リフレーミング 

（認知の変更） 
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渡辺式「家族アセスメント/支援モデル」とは 

 家族をアセスメントするための１つの方法 

 援助関係における「関わりのむつかしさ」の場面の分析に
威力を発揮する。（コンフリクト場面） 

 現場の『Here and Now』の分析に特徴がある。－解決志
向 

 その場面での各個人に焦点をあてて、『ストレス』と『対
処』に注目して分析し、文脈を作成する。援助者が分析対
象になるのが特徴。 

 統合した家族像（正確にはシステム的に見た相互作用図、
およびパワーや心的距離を可視化したもの）をえがく 

 全体像（関係と文脈）から支援方法を考える 
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渡辺式「家族アセスメント/支援モデル」の理論・
概念背景 

 家族システム理論－家族システムは、医療システムから
影響を受け、また影響を与える 

 家族ストレス対処理論－ストレス内容と対処から文脈（コン
テクスト・ストーリー）を明らかにする 

 家族発達理論－ 家族理解の基本 

 ソリューションフォーカス手法－問題ではなく「解決に焦点
を絞る」思考法および対応方法：「何が悪いか」ではなく「ど
うすれば良いか」に早めに焦点を絞り、問題よりも解決に
焦点をあてるという考え方および方法 

 ナラティヴアプローチ 



看護師 

家族成員（長女） 患者 

当たり障りなく 
避ける 

強い愛着 

家族システム 

在宅システム 

要求   
言いつのる 

医師 

ジョイニング 

共通目標の設定 

情緒的語り 

コラボレーション 
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＊在宅チームとしての対応 

＊家族の資源の掘り起こし 
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「家族システム理論」の考え方 



家族システムの特徴

１）全体性：家族成員の変化は必ず家族
全体の変化となって現れる

２）非累積性：全体の機能は家族成員の機
能の総和以上のものになる

３）恒常性：家族システムは内外の変化に対
応して安定状態をとりもどそうとする

４）循環的因果関係：一家族成員の行動は
家族内に次々と反応を呼び起こす

５）組織性：家族には階層性と役割期待があ
る
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家族危機（ストレス対処）理論 

＜HillのABC-Xモデル＞ 

 Ａという出来事に，Ｂの資源とＣの認知が相互に作用し
あって，危機Ｘが決まる            （石原1989）  

出来事 

Ａ 

資源 

Ｂ 

認知 

Ｃ 

危機の発生 

Ｘ 
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 家族の危機状況は時間で変化する             
（危機が累積あるいは異なる局面を迎えるとき） 



家族支援は何をとらえるのか 
 
    （家族支援の焦点-システム） 

１．個々の家族成員 

 

２．家族成員の関係性 

   （相互作用） 

 

３．家族単位の社会性 
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家族 

地域・社会 
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