
意思決定支援の
課題事例検討と好事例検討

－「よかれと思って」支援から
「心からの希望」に基づく支援へ－

本間 奈美
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事例から見る「意思決定支援」
－意思決定に対する阻害要素とは？－
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事例①「権利」に関する事例
事例②「支援付き意思決定と代行決定」の

経験に関する事例
事例③「意思決定におけるリスク」の経験

に関する事例

の中から選択して、グループワークを行いま
す。

その人の意思決定を阻む要素は何か、考えて
みてください。
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「意思決定を支援するかかわり」
について考えてみましょう



事例①長期入院しているAさん（60歳）

長期入院している人の退院を進めるという病院の動きの
中で、Aさん（60歳）が候補となりました。長期入院となっ
ている患者さんの中ではまだ若く、激しい症状が消退し
ているというのがその理由です。

Aさんは、突然、これまでかかわりのなかったソーシャル
ワーカーから「退院しませんか」と言われました。20年以
上も入院生活を送ってきて、今の生活に大きな不満はあ
りません。それよりも変化している社会の中でひとりで生
活するということへの不安の方が大きいので、どうしてい
いのか、自分でもわかりません。
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事例②学童保育に通いたいBちゃん

Bちゃんは来春、小学生になります。そこで、保育園の
お友達が多く通う小学校に併設する学童保育の利用を
申請しましたが、一度もBちゃんやお母さんに会うこともな
いまま、却下の通知がきてしまいました。

問い合せたところ、場所が狭くて、利用する児童が多い
ので「コミュニケーションがとれず、車椅子が必要なBちゃ
んの安全が確保できない」というのが主な理由でした。

「Bちゃんは、”お母さん“と呼ぶことはあるのですか」と聞
かれたので、言葉で母と呼ぶことが無くても、Bちゃんは
周りの事を良く理解していることや自らの意思や考えて
いることはあることを伝えましたが、担当の職員の理解を
得ることができませんでした。
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事例③ディズニ－に行きたいCさん

Cさんはグループホームに入所しながら、就労継

続支援B型事業所に通っています。

定期的に開催しているCさんの関係者会議でのこ

とです。相談支援専門員から「これからの希望やや

りたいことはありますか？」と聞かれ、Cさんは「ディ

ズニーランドに行きたい」と答えました。

それに対してグループホームのサービス管理責任

者からは、「この前もCD買いすぎてお金がないじゃ

ない。ディズニーランドに行くには新幹線と電車を乗

り継いで行くんだから、一人じゃいけないのよ」という

発言がなされ、話はそこで、終わってしまいました。
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意思決定を支援するかかわり
支援例
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事例①長期入院しているAさん（60歳）
「権利」に関する事例

－意思決定を支援するかかわりー

突然の退院話に困惑しているAさんの様子を
みて、ソーシャルワーカーはどういうことが不安
なのか、じっくり話を聞いてみました。

発病してから入退院を繰り返し、家族にずいぶ
ん負担をかけたこと、親孝行もできないまま両親
が亡くなり、面会や外出もないまま20数年が過ぎ
てしまったことなど…今の社会がどう変化してい
るのかがわからないという不安が大きいことがわ
かりました。
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そこで、Aさんと同じように長期入院していた経
験をもつピアサポーターのYさんに病棟に来てもら
い、退院する時にどういうふうに退院したのか、退
院してからの苦労や楽しみなどを話してもらいまし
た。

Yさんは囲碁や俳句が好きで、退院してから、地
域の高齢者の方が集まる憩いの家に毎日のよう
に通って、趣味を楽しんでいることを話してくれまし
た。もちろん、自分で身の回りのことをすべてやる
のは大変だけど、ヘルパーさんに手伝ってもらって
いるとも言っていました。

Aさんも囲碁や将棋が好きで、病棟では右に出る
人がいないような腕前です。Yさんの話で少し、退
院してからの生活がイメージできるようになってき
たようです。
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事例②学童保育に通いたいBちゃん
「支援付き意思決定と代行決定」の経験に関する事例

ー意思決定を支援するかかわりー

Bちゃんは学童保育に行って、本当に楽しいのか。

どんな風に感じるのか試してみることを提案し、体

験利用の機会を作りました。

子どもたちに囲まれ、笑顔で過ごしていBちゃん

の姿が見られ、顔見知りの子どもたちが「Bちゃん

が笑っている時は、いろいろと話をしている時だ

よ」と職員たちに説明してくれました。

また、母親が発作対応の方法をわかりやすく書

いた資料をつくり、職員たちに伝えました。
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関係者が集まる会議では、ヘルパーさんから、
疲れはあるものの、学童利用後に帰宅したとき
に、「今日は友達と何をして遊んできたの」と聞く
と、声を大きく出して、笑顔で説明しようとしたり、
得意げな表情を見せてくれたと報告がありました。

行政も、Bちゃんと保護者が学童利用を希望し
ていること、また、それを拒む理由はない前提に
立ち戻り、Bちゃんがどうすれば安全に学童保育
利用のための具体的環境整備を進めていくかの
検討をしてくれることになったのです。
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事例③ディズニ－に行きたいCさん
「意思決定におけるリスク」の経験に関する事例

ー意思決定を支援するかかわりー

いつもサービス管理責任者からは、お金の使いす
ぎだと注意され、あれもダメ、これもダメと言われてし
まいます。Cさんは今回も同じだと思っていましたが、
相談支援専門員が「Cさんはどうしてディズニーランド
に行きたいの？」と聞いてくれました。

「雑誌で大好きなアイドルがディズニーランドに行っ
ている記事をみて、ずっと前から行きたいと思ってた
んです」そう答えると今度はサビ菅に向かって「Cさん
は全然お金がないんですか？」と尋ねました。「全然
というわけじゃないけど…ディズニーランドに行ったら、
かなりお金がなくなっちゃいますよ」という返答がもど
ってきました。
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「じゃあ、行けるくらいのお金はあるんですね。Cさ

んは東京に行ったことはあるんですか？」相談支

援専門員からそう聞かれたので、「東京まではEさ

んと一緒に行ったことがあります。Eさんは電車の

ことがわかるから…」とCさんが答えました。

「そうなんですね…すぐというわけにはいかないか

もしれませんが、ディズニーランドに行くために、日

ごろのお金の使い方も少し考えたり…これからい

ろいろと話していきませんか？」

そう相談支援専門員から言われ、夢がかなうかも

しれないとCさんはうれしくなりました。
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意思決定を阻む要素とは…

 話せなければ言葉がないと思ってしまう

 表明がなければ、意思がないと思ってしまう

 障害があることで、達成できる能力がないと判
断してしまう

→本人の可能性を信じることができない

その理由はどこにあるのでしょう
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サービス提供
機関の事情・
利益優先

情報・経験の不足

安全を保障できない
責任を持ちかねる
（リスク回避）

逆に先回りして
代行してしまう

（パターナリズ
ム）



事例から見る「意思決定支援」
－意思決定に対する阻害要素とは？－
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本人が変わる意思決定支援

 父母はヒロさんが小さい時に離別。母に育てられる。

 母は精神障害を持ち、生活保護を受給している。

 ２歳下の弟がいるが、折り合いが悪い。

 小学校・中学校は普通学校の特別支援学級に在籍。

 小学校から高等学校までは障害児施設で生活。

 普通高校に入学するが、他の生徒からのいじめに遭
い不登校に。特別支援学校高等部に転校し、障害児
施設から通学。

ヒロさん 20代
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特別支援学校卒業後、グループホームに入居。

卒業と共に、就労移行支援事業所へ通所。

グループホームや就労移行支援事業所で周りとうまくいかな
いという気持ちが強くなる。

母の住むアパートに帰ることが多くなり、通所も減り、家に閉
じこもるようになる。

母から、家に来ると暴言も多く自分勝手で対応に困っている
と相談がある。

ヒロさんの生活は…
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ヒロさんの応援団

◻ 相談支援専門員

◻ 就労支援事業所職員

◻ グループホーム職員

◻ 地区担当保健師

◻ 母の生活保護ケース
ワーカー

◻ 母
保健師

生活保護
ｹｰｽﾜｰｶｰ

相談支援
専門員

母

ヒロさん

グループ
ホーム職

員

就労支援
事業所職

員



 相談支援専門員が、就労移行事業所サービス管理責任者と共に、
本人の希望を聞く機会を設ける。

 本人からは、

①グループホームを出て、ひとり暮らしをしたい、

②仕事をしたい、

③彼女を作って将来は結婚したい、との希望が聞かれた。

 本人の希望を元に、希望を中心として、メリット・デメリットを考える
会を企画。市の保健師やワーカー、母 などを協力者として入れる。

その後のヒロさん…SDMの活用
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Best Interest型視点に基づく
…意思決定支援？あるある

 私、働きたいんです。

⇒ え？作業所も行けてないよね。難しいのでは？

 ひとり暮らしをしてみたいんです。

⇒ お金もない、家事もできないし、難しいのかなぁ。

 出会いパーティーに参加したい。

⇒出会いかー彼女欲しいよね。…うーーーん。

 毎月漫画を買いたいです。

⇒お仕事行ってくれるとお給料で買えるかもね。

…じゃあ現実的に考えるとさ。

＝最善の利益(Best Interest）？
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Best Interest型視点に基づく
…意思決定支援？あるある

 私、働きたいんです。

⇒ え？作業所も行けてないよね。難しいのでは？

 ひとり暮らしをしてみたいんです。

⇒ お金もない、家事もできないし、難しいのかなぁ。

 出会いパーティーに参加したい。

⇒出会いかー彼女欲しいよね。…うーーーん。

 毎月漫画を買いたいです。

⇒お仕事行ってくれるとお給料で買えるかもね。

…じゃあ現実的に考えるとさ。

＝最善の利益(Best Interest）？
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どんな仕事をしたい？働くためにはまず何ができると思う？

どんな場所で、誰と、どういう風に暮らしてみたい？

彼女が欲しいのかな。異性の誘い方は？

どんな漫画が好きなの？お金の面は？

Expressed Wish型視点に基づく
本来型・意思決定支援
あなたの希望は？

メリット・デメリットもわかるように、
一緒に考えてみようか！



 希望についての様々な選択肢を考え、体験談を聞く、見
学をする、など相談支援専門員と行う。

 希望は、サービス等利用計画に落とし込み、必要なサー
ビスの利用や関係機関や地域資源につなげる。

 最終的に、

①一人暮らしのためにアパートを契約

②自分が落ち着いて過ごせる作業所に行く

③就業・生活支援センターに登録

を行った。

意思決定支援によるヒロさんの変化
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今まで言えなかった希望が言えた！


