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社会福祉士受験対策資料 「相談援助の理論と方法Ⅱ」 

              令和 3 年 11 月 14 日 

                               講義担当：平山義文 

1 ケースマネジメントとケアマネジメント 

・ケアマネジメントはクライエントを病院や施設から在宅への生活に戻したり、在宅生活

において不必要なサービスや重複したサービス等の利用を避けることで、コストを抑える

ことができる手法として普及してきた側面も大きい。 

「システム指向モデル」、「サービス提供者指向モデル」：効率的な資源配分。 

       ↕     

「利用者指向モデル」：利用者のニーズに合わせた諸サービスの活用を促進。 

●（ケアマネジメントの過程） 

最初の段階は入り口（entry）①、②、③ 

① ケースの発見 

ケアマネジメントを必要とする人を発見するには地域の様々な組織や団体による 

ネットワークの形成が必要となる。 

リファーラル：紹介・送致、ある関係機関がそのクライエントにとって必要な他機関に

つなぐことは重要である。（例）地域包括支援センターから精神科病院へ 

② スクリーニング：クライエントに対してケアマネジメントが必要かどうかを明らかにし

たり、その緊急度を明らかにすることで、ケースを仕分けすること 

・一般高齢者⇒介護予防の教室、地域のサロンや百歳体操を紹介（多久市） 

・事業対象者⇒短期集中予防型教室（訪問型サービス C、通所型サービス C）（多久市） 

（基本チェックリストにより選定）⇒ケアマネジメント 

③インテーク：ケアマネジメントの内容をやさしくかつ詳しく説明する必要がある。 

説明をしたうえでクライエントから理解を得てケアマネジメントを開始する契約を結ぶこ

とになる。（インフォームドコンセント、ケアマネジメントによって、出来る限り長い在宅

生活を進めていく気持ちをもつように意識化することが重要である。） 

④ アセスメント 

アセスメントの情報は大きく三つの要素に分けることができ、それは身体機能的状態、精

神心理的状態、社会環境的状態である。⇒生活ニーズを明らかにする。 

アセスメントにおいてはアセスメント用紙を活用すればすべてを理解できるわけではなく、

それ以外の重要な情報についてはクライエントとのコミュニケーションのなかで理解を深

めることが重要である。 

アセスメントにおいてはクライエントに関する客観的な情報に加えて、ケアマネジャーが 

感じたり気づいたりする主観的な情報もアセスメント情報の一部でありこれらも非常に重

要な情報になる。 

⑤ ケースの目標設定とケアプランの作成 
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ケアプランの作成においてはセルフケアでできない問題状況を生活ニーズとして明らかに

し、それをフォーマルケアやインフォーマルケアで支援することがケアプランの中身。 

・マッチング：利用者のニーズを満たすことができるフォーマル及びインフォーマルな 

       社会資源を探し調整する。 

⑥ ケアプランの実施 

ケアプランの実施はクライエントに承諾されたケアプランを実施することを意味する。 

〇実施前のサービス担当者会議にはできる限りクライエント本人やその家族も参加するこ

とになる。 

※計画されたサービスを依頼して利用につなげること、クライエントの参加を促す 

（リンケージ：接合）、ケアマネージャーの合意形成能力が必要。 

・クライエントによっては至急サービスを必要としている場合もあり、そうしたクライエ

ントに対しては、まずはサービスを提供しその後でケアプランを整えていくことになる。 

⑦  モニタリング：クライエントの変化についての継続的な評価、 

定期的なモニタリングとサービス提供状況の急激な変化に応じたモニタリングがある。 

クライエントの状況の変化の理解→生活の継続が困難であると判断→再アセスメント 

→ケアプランの修正→担当者会議→実施 

⑧  終結：例えば在宅で死を迎える、施設に入所する、入院により一時中断、本人や家族

が自分たちでプランを作成することによることなどがある。 

・〔介護保険制度〕 

自立支援のケアマネジメント：利用者や家族がどのような生活を望みそのためにどのよ 

              うな努力をするのか。自立支援の基礎的部分→自己決定。 

              長期目標：自分らしい生活の姿 

活動や社会参加においても本人がやりたいことを重要視し

て目標や具体策を設定する。 

              多様な生活行為の活動を促進（残存能力をフル活用） 

              社会参加：例）趣味のカラオケ会、デパートへの買い物、 

                    手芸教室、地域のサロン等 

 ●ケアマネジメントプログラムの三つのモデル（Ross,H、1980 修正） 

 ①「最小限モデル」：ケアプランの作成を通して、人々と社会資源、福祉サービスを結び

つけること、中核的な機能に焦点化したもの。  

 ②「コーディネーションモデル」： コーディネーション（調整）による生活の維持・向 

       上への支援を通して全体の改善を図り、QOL の向上 

       を図る。 

 ③「包括的モデル」：①、②に資源開発のためのアドボカシー、サービス品質の監視、市

民教育、危機介入を含める。 

・セルフケアマネジメントモデル：利用者自身の手によってマネジメントが行われる。 
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練習問題 

以下、適切なものには○、誤りには×を（ ）に入れなさい。 

（  ）スクリーニングはクライエントに対してケアマネジメントが必要かどうか、また、

その緊急度を明らかにしてケアマネジメントを開始する契約を結ぶことである。 

（  ）アセスメントにおいてはクライエントに関する客観的な情報が重要であり、ケア

マネージャーがクライエント本人の行動やしぐさから感じたり気づいたりするこ

とは情報にはならない。 

（  ）ケアプランの実施はクライエントに承諾されたケアプランを実施することを意味

する。そのため、実施前のサービス担当者会議には出来る限りクライエント本人

やその家族も参加していただくようにする。 

（  ）モニタリングによってクライエントの状況の変化が理解でき在宅生活の継続が困

難であると判断される場合は再アセスメントの必要はなくすぐに施設入所の手続

きを行う。 

（  ）マッチングとは利用者のニーズを満たすことができるフォーマル及びインフォー

マルな社会資源を探し調整する。 

2 アウトリーチ 

 ・アウトリーチ：（直訳：手を差し伸べる）専門職が積極的に地域(自宅)へ出向く。 

  多問題家族：経済的問題を根底に抱ええている問題は複数かつ慢性化、社会的に孤立、

周囲に対して強い不信感 

 ・危機介入アプローチ⇒初期段階でアウトリーチが重要 

3 社会資源 

・例えば、介護者の介護負担が非常に大きい場合にはケアマネージャーは介護者である家

族も本人と一緒に利用者として支援することになる。 

・「社会資源」に加えてクライエント本人が持っている能力や意欲、さらには資産といった

資源があり、これは正確には「内的資源」というがこうした内的資源を活用することによ

ってクライエントの在宅生活を支えていくことになる。それはクライエントのストレング

スでもあるといえる。 

 

4 ソーシャルアクション 

○ソーシャルアクションの合意モデル⇒ソーシャルワーカーはイネイブラーの役割 

            イネイブラー(enabler)はあることを可能にする人、支える人 

                        合意モデル（民主的）⇔闘争・葛藤モデル（直接圧力的） 

5 アドボカシー 

・個別のクライエントの権利を守る⇒ケースアドボカシー 

・同じ状況におかれている集団の権利を守る⇒クラス（コーズ）アドボカシー 

            コーズ（cause）は原因、特定のニーズ 
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6 ネットワーキング 

・ソーシャル・サポート・ネットワーク 

※ 要援護度によってフォーマルサービスとインフォーマルサポートの連携のあり方は変

化する。（軽度の認知症高齢者の見守り→近隣住民を中心にしたネットワーク、中度以

上は専門職中心。） 

・地域包括支援センターにおけるネットワーク構築 

 例えば、問題を抱えた高齢者の早期発見ネットワーク 

     （病院連携室、介護事業所職員、介護支援専門員、民生委員、金融機関、新聞 

      販売所などから気になる高齢者の連絡を地域包括支援センターにして頂く） 

     ◎認知症高齢者の件で近隣者から民生委員さんへ相談があり、民生委員から 

      地域包括支援センターへ相談 

      ・地域包括支援センター職員と民生委員で自宅訪問し状況の確認 

      ・ケアマネやサービス事業、かかりつけ病院などからの情報収集 

      ・地域包括支援センター、関係者機関、本人、家族等に集まってもらいケア

カンファレンス 

・小地域ネットワーク活動 

 「ニーズ発見機能」：民生委員と連携しながら見守りの必要なクライエントを発見するは

たらきが重要視される。 

 「見守り」「助け合い」：近隣や友人関係のなかで相互の信頼関係にもとづいた「気にか

ける」行為を組織化したものである。 

            隣人愛に基づく相互信頼関係のなかで行われる自然な行為であ

り少し意図的なしかけをもって助長する活動である。 

・個別支援を：住民中心となって連携する場、専門職が中心となって連携する場、住民と 

       専門職が協議する場 

       ⇒いずれのレベルにおいてもラウンドテーブルを採用する会議が増えてい 

        る。 

 ラウンドテーブル：肩書きを外した対等かつ個人の自由な立場や発想が保障されるルー 

ルのもとに参加する方法。 

 

7 コーディネーション 

・ある目的の達成のために、その目的に適合しそうな社会資源を調整することを意味する。

「協働」、「連携」、「連絡調整」などの日本語に該当 

狭義の領域：保健・医療・福祉の専門職間連携 

広義：クライエントはもとより家族・近隣・ボランティアなどのインフォーマルサポート 

および生活関連資源の連携まで含める。 

 



 5 

〇具体的なコーディネーション例 

●退院支援ルール（担当ケアマネがいる場合） 

 利用者の医療保険証などと一緒にケアマネの名刺を入れてもらう。 

 高齢者の利用者が病院に入院した場合、家族は担当ケアマネ名を病院の医療ソーシャ 

ルワーカーに伝える。 

医療ソーシャルワーカーは担当ケアマネに入院や病状、入院期間予定などを電話で伝え

る。⇔担当ケアマネは文書や電話で自宅での生活状況やサービス利用状況を説明する。 

医療ソーシャルワーカーは病状安定、在宅での介護が可能な状態になれば退院支援開始

を担当ケアマネに連絡する。 

（退院前調整）担当ケアマネは病院に訪問し、家族や医療ソーシャルワーカーの同席の

もと、利用者の状況確認、アセスメントを行い、退院後、自宅でのケアプラン作成、サ

ービス調整を行う。 

  担当ケアマネは退院カンファレンス（本人・家族、医師、病棟看護師、医療ソーシャ

ルワーカー、理学療法士、管理栄養士等）参加。理学療法士による家屋調査に同行。 

医療ソーシャルワーカー等から看護サマリー等を受け取る。 

担当ケアマネは病院又は自宅で担当者会議を行い在宅サービスの導入を行う。 

・多職種間連携においてはアセスメントの共通認識を通して目的を一致させるなかで援助

の全体像を理解し、各自の強みをもって他者の弱みを補うような、重なり合う協力関係

が求められる。 

多職種間の連携の前提 

① 日頃から地域レベルでの連絡会議や研修などにより顔つなぎができている 

② 定期的な事例検討会や困難事例についてのケースカンファレンスにおいて問題点を共

通の場で理解し、長期的そして当面の課題とその役割分担を認識すること。 

③ なるべく利用者本人も交えた形で定期的なケア会議をもつこと。 

 

医療・保健・福祉の連携がますます大切になってきているが住宅、環境、教育等の関連専

門分野との連携、近隣、ボランティア団体、趣味の場所など地域のあらゆる生活資源との

連携を想定する必要がある。 

 

〈地域包括支援センターにおける地域ケア会議を運営する上で求められるコーディネート 

機能〉 

① 個別ケースの検討：ケースの選定、参加者の選定、日程調整・資料準備、司会者の調 

            整、個人情報の管理 

 ② 地域課題の抽出：同様の生活障害を抱えた複数の事例、既存の社会資源では解決困 

           難な事例、地域に不足する資源・サービス・ネットワーク等 

③  地域課題の提出：市町村の担当所轄課などへ地域課題の提出、地域住民との共有 
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 ※コーディネート機能を担う人が司会者等すべて担わなくてよい。 

〈地域包括支援センターにおける在宅医療・介護の連携〉 

〇在宅医療連携事業（H25 年度～）：医療側、医師会などからのアプローチ 

 地区の医師会、在宅医療の相談窓口病院との連携 

・地域の在宅医療連携協議会を設立（窓口病院、病院地域連携室、地域包括支援センター、 

                 市町村の職員など）⇒月 1 回、定例会議開催。 

・地域の医療・介護従事者との研修会の継続（顔の見える関係づくり、地域リーダー育成） 

〇在宅医療・介護連携推進事業（H28 年度～）（市町などの地域支援事業） 

 例）・医療・福祉・介護マップ、認知症ケアパス作成 

・医療・介護従事者のグループワーク、デｲスカッションなど 

 ・地域住民への在宅医療についての啓発活動（リーフレット作成、市民公開講座等） 

 

8 ケース（ケア）カンファレンスの意義と留意点 

ケアカンファレンスの利点：参加するさまざまな専門職種が課題を全体で共有することが

できる。多くの専門職がかかわるクライエントの生活は情報が共有されないなかでは支援

そのものが断片的になってしまい生活の継続的な支援を実現することは難しい。 

ケアカンファレンスの利点：ケアカンファレンスを通して多くの目（新しい視点、発想、

考え、価値観、情報など）が一つの対象事例を見つめることによってその問題を解決して

いく援助の方法に広がりが出ると同時にその問題を受け止める網の目（セーフティネット）

が非常に細かくなり、より丁寧に拾いあげることが可能になる。 

・ケアカンファレンスへのクライエント・家族といった当事者参加が増えている。 

 支援のこれからのありようについては当事者の意向や希望を尊重しながら理解と納得を 

 得たうえで検討されなければならない。さらにクライエント・家族の主体性を引き出す 

 点においても有効な機会となる。 

※地域ケア会議における事例検討 

・地域包括支援センターが主体となりサービス提供者以外の第三者も含めて実施。 

 （第三者は民生委員さんや区長さんなど） 

・個別事例を通して把握した課題を地域課題として政策へ提言していく。 

 

練習問題 

以下、適切なものには○、誤りには×を（ ）に入れなさい。 

（  ）介護者の家族はインフォーマルな社会資源として重要であり、介護者の介護負担

が非常に大きい場合などもケアマネージャーは家族の支援をすることはない。 

（  ）ケアマネージャーは社会資源に加えてクライエント本人が持っている能力や意欲、

さらには資産といった資源、つまりクライエントのストレングスな視点で在宅生

活を支えることを考えることも重要である。 
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（  ）医療ソーシャルワーカーは利用者が入院した場合、入院時に担当ケアマネジャー

が確認できても連絡せずに具体的な退院予定がたった時点で担当ケアマネジャー

に連絡する方がよい。 

（  ）ケアカンファレンスの利点は専門職の多くの目（新しい視点、発想、考え、価値

観、情報など）が一つの対象事例を見つめることによってその問題を解決してい

く援助の方法の広がりを持たせることであり、この段階での当事者参加はあまり

意義がない。 

（  ）地域包括支援センターの地域ケア会議における個別事例検討においては個人の問

題解決を重視し、地域の課題の検討まで行うことはない。 

（  ）地域の医療・介護従事者との連携づくりを行う場合、顔の見える関係づくりなど

も重要であり、医療・介護従事者のグループワーク、デｲスカッションなどの研修

会を継続して行っていくことも必要である。 

 

9 グループワーク：集団を活用した相談援助 

・グループワークの原則（特記） 

継続的評価の原則：終了後に評価するのではなく援助を展開していく中で絶えず継続して

評価を行い、次の援助に役立てていく。 

評価の例として①グループ、②ワーカー、③メンバーそれぞれに対し

て行う場合があげられる。 

●グループワークの展開過程（準備期） 

（開始期）：メンバーが抱いている不安や緊張を言語化させワーカーが率先してそれらを受

け止める。ワーカーのそうしたメンバーへのかかわりは受容的な雰囲気をつくりメンバー

同士がかかわり合う見本となる。 

（作業期）：グループダイナミックスの活用（プログラム活動を通してのグループづくり） 

グループにはメンバーに共有される価値観や暗黙の合意事項が存在する（グループ規範）。 

なかでもメンバーの合意のもとに形成された約束事をルールという。 

グループの構造上の特徴としてグループ内には必ずサブグループができ、ワーカーは適切

に取り扱うことが必要である。（グループ全体にどういう影響を与えるかでサブグループの

リーダーシップを強めるのか弱めるのかを考える） 

（終結期）：グループ援助を終わりにする段階である。しかし、単に終わるのではなく個々

のメンバーにとっては次に生活への巣立ち、すなわち移行期ということになる。 

グループ経験により課題を乗り越えた喜び、終わることの寂しさや不安といった感情が表

出されるため、分かち合うことが援助課題、また、グループ経験をメンバーが評価できる

よう援助することが必要。 

○ ある特定のグループに所属している人たちが似たような行動様式や考え方をすること

がある。 
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・集団規範：メンバーが沿うようにグループから期待される標準様式。ものの考え方から 

      態度まで。メンバーがグループの構成員として認められるためのグループが 

      独自に持つ「ルール」。同調←是認と賞賛、逸脱←非難と懲罰 

・集団圧力：グループメンバーであるために集団規範に従わなければならないというグル

ープからの圧力。グループメンバーの行動が特定の内容及び方向に拘束され 

      →個々人の態度や価値観にまで影響（グループが個人を変えるメカニズム） 

○ 集団思考：グループが意見交換をして問題解決をするプロセス。 

      ワーカーは可能な限り個々人の自己決定を尊重、促進するような援助を行う。 

○グループダイナミックス研究：リーダーシップ論→ワーカーにリーダーシップの分かち

合いという視点を提供。 

(3)自助グループ 

自助グループとは「その構成員が特定の体験を共有し、その体験に付随する諸困難に対処

することを目的として自発的に展開している持続的な市民活動の形態」（岡友史「セルフヘ

ルプグループ」,『在宅ケア辞典』,中央法規,出版 2007） 

 

・自助グループはセルフヘルプグループとも呼ばれる。 

・自助グループの支援の特質 

①「体験的知識」：年齢が違う、家族状況が違う、病状が違うというさまざまに異なる状況

のなかでの体験を自助グループの中に蓄積していく。 

②自助グループが持つ自己解放的な要素：メンバーは自助グループに参加することによっ

て、これまで自分を苦しめていた状況を別の目でみることができる。（「障がいも個性だ」

と考える障害者グループはその典型） 

自助グループの類似概念として、グループワークのグループ、サポートグループ、当事者

グループがあるが現実にはこの区別が明確にあるとは限らない。 

・自助グループとの連携 

※ 専門職が自助グループと対等なパートナーシップを築くこと。 

・SST（Social Skills Training）：「生活技能訓練」と訳され、精神に障害を持った人等が社

会で生活していくために、対人関係を良好に維持する技能を身につけ、自信を回復し

（QOL を高める）、ストレス対処や問題解決ができるスキルを習得（再発防止）すること

を目的とする。 

練習問題 

以下、適切なものには○、誤りには×を（ ）に入れなさい。 

（  ）グループワークの展開過程における作業期においてはグループの構造上の特徴と

してグループ内には必ずサブグループができる。ワーカーはグループ全体にどう

いう影響を与えるかでサブグループのリーダーシップを強めるのか弱めるのかを

考えるなど適切に取り扱うことが必要である。 
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（  ）集団圧力とはグループメンバーであるために集団規範に従わなければならない 

というグループからの圧力であり、グループメンバーの行動が特定の内容及び 

方向に拘束されるが個人の価値観までの影響力はなく次のプログラム展開が必 

要となる 

（  ）グループの支援の特質の一つに体験的知識があり、年齢が違う、家族状況が違う、 

    病状が違うというさまざまに異なる状況のなかでの体験を自助グループの中に蓄 

    積し、吟味することによって生み出された知識である。 

 

10 スーパービジョン 

・支持的機能においてはバーンアウト（燃え尽き症候群）を未然に防止する効果もある。 

・スーパービジョンにおいては三つの機能を重複させる、あるいは使い分けることでより

効果的なスーパービジョンを行うことができるのである。ただし、支持的機能のスーパー

ビジョンは教育的機能、管理的機能のスーパービジョンの前提となる。 

・スーパーバイザーが適切に質問をすることでスーパーバイジーが自ら考え、気づくこと

が重要である。そのためスーパーバイザーは自身の頭の中で「何に気づいてもらいたいの

か」を明確にした上でどのように質問技法を用いるかを考慮しなければならない。 

→質問はなるべく事実を確認したり事実の意味を掘り下げるように用いる。 

→「気づき」：自分自身の考えを整理する。思考の枠組みを広げる。比較することからも生

まれる。 

・ピアスーパービジョン：それぞれのメンバーがスーパービジョンについて理解していな

ければ単なるグループ活動になってしまう。 

・セルフスーパービジョン：自分自身で行うスーパービジョン。 

例えば困難な場面に遭遇⇒（①出来事、②そのときの気持ち、③その気持ちに従った自分

自身の行動、④その結果）などを記録⇒数時間後又は数日後、もう一度読み返し、困難な

状況にある過去の自分自身を客観視する⇒困難を感じていた自分自身にアドバイスする 

例えば、ストレスを感じている相手を思い浮かべる⇒自分の気持ちを記してみる⇒相手の

気持ちになり、相手が自分自身にどのような気持ちを抱いているのを推測して記してみる 

⇒自分の気持ちと推測した相手の自分自身に対する気持ちのギャップについて考えてみる 

※自分の気持ちや行動を客観視することで今後の見通しがつかめるという点で有効である。 

 

●援助関係のモデルになるスーパービジョン関係 

スーパービジョンではスーパーバイザーとスーパーバイジーの関係とスーパーバイジーと

クライエントの関係の間によく似た状況が起こりやすいことが明らかになっている。これ

をパラレルプロセスという。（パラレルの直訳は平行、並行、並列） 

〇パラレルプロセスは例えば、スーパーバイザーが肯定的にスーパーバイジーにかかわれ

ば、スーパーバイジーもクライエントに肯定的かかわるようになったりする。（肯定的：積
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極的に認めるさま、例えば、良い点を探す。ほめる。）。 

また、スーパーバイジーは自分が担当するクライエントと同じ態度をスーパービジ

ョンの中でとったりする。 

これらは多くの場合、無意識のなかで行われる。 

スーパービジョン関係は援助関係のモデルにもなる。したがって、よい援助関係を形成す

るためには、よいスーパービジョンは欠かせない。 

 

11 コンサルテーション 

・クライエントのニーズが複雑・多様化し専門的な知識や情報の不足から援助効果を十分

に発揮することができないワーカーにとってスーパービジョンとは別にコンサルテーショ

ンの活用も有効な手段である。 

 

○コンサルテーションの特徴 

① 機関外あるいはほかの部門からの人材に依頼され行われること 

② コンサルタントは直接、援助活動に関与しないこと 

③ 専門分野に関する特別な知識や技能を教示するという活動内容であること 

④ 機関（ワーカーが所属する部門）の管理者としての機能を有しないこと 

〇コンサルテーション・リエゾン（リエゾン：「仲介、つなぎ、橋渡し」 等の意のフラン

ス語。コンサルテーション・リエゾン精神医学が元。） 

職種を異にする人々の間のスムーズな人間関係を促進する働きをリエゾン機能という。 

ネットワーク会議等においてリエゾン機能を果たすことが求められる場合がある。病院な

どの臨床の場においては、医師や看護師との関係を一層機能的なものにするためにその関

係の橋渡し機能を担ったり、また患者の要求を正確に伝える努力をするなど、調整機能を

発揮するよう努めることが求められる。 

12 記録 POS（Problem Oriented System：問題志向型システム）、SOAP による記録。 

S：Subjective 主観的な情報、利用者・家族が訴えたことやそのときの事実  

O：Objective   客観的な情報、援助者の目で見たこと、聞いたこと、体験したこと、事実 

A：Assessment  援助者の評価、課題分析、援助者の専門的な判断結果  

P：Plan  上記の事実、結果に基づいた計画の作成 

 

13 個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法）の運用 

・個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的をできる 

限り特定しなければならない。 

・（利用目的による制限） 

⇒適用しない場合、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本

人の同意を得ることが困難であるとき。 
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• 匿名加工情報：本人か一切分からない程度まで 加工 

• 仮名加工情報：対照表と照合すれば本人が分かる程度まで加工 

 利用目的の変更は可能、 本人を識別しない、内部での分析・利用である

ことが条件。 

・認定個人情報保護団体：個人情報保護法で業界・事業ごとの民間による個人情報の保護

を推進する目的で設けられた。「個人情報保護指針」を定めるこ

ととされており、対象事業者に保護方針を遵守するための措置

をとる。 

消費者と対象事業者の間に立って苦情処理の仲立ちや、事故の

発生時に対象事業者に代わり個人情報保護委員会に報告をする。 

・個人識別符号：「指紋認識データ」、「顔認識データ」や「基礎年金番号」、「免

許証番号」、「各種保険証」など。  

・（第三者提供の制限） 

個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供 

してはならない。 

・オプトアウト：あらかじめ本人に対して個人データを第三者提供することについて通知

または認識し得る状態にしておき、本人がこれに反対しない限り、同意したものとみ

なし第三者提供を認めること。 

 

●「人種」「信条」「病歴」などの「要配慮個人情報」は、オプトアウトでは提供できない。 

（R2 改正：提供不可追加：不正な手段により取得された個人情報、他の事業者がオプトア

ウトの規定に基づき取得した個人データ） 

・個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、

要配慮個人情報を取得してはならない。 

※要配慮個人情報：本人の人種や信条、社会的身分、病歴、犯罪被害を受けた事実及び前

科・前歴 

1 法令に基づく場合 

2 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得るこ

とが困難であるとき。 

3 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本

人の同意を得ることが困難であるとき、等 

 

・「国は個人情報の取扱いに関し事業者と本人の間に生じた苦情の適切かつ迅速な処理を図

るための必要な措置を講ずるものとする」 

・地方公共団体は、個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情が適切かつ
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迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあっせんその他必要な措置を講ずるよう

努めなければならない。（苦情の処理のあっせん等） 

（他 R2 改正分） 

・本人は、電磁的記録と書面のいずれかの開示方法を選択可。ただし、電磁的記録

で開示すると、多額の費用がかかるときなどは、書面による開示も認められる。そ

の場合、本人に通知が必要。 

・個人情報保護規則で定める漏えい事故が発生したときは、個人情報保護委員会に

報告し、本人に通知することが義務付けられた。ただし、本人への通知が困難かつ

本人の権利利益の保護のために必要な代替措置をとっている場合には、このような

通知義務が免除される。 

◎より基本的な課題として相談援助業務に使用された資料や記録、パソコンや外部記憶媒

体（ハードディスクや USB メモリー、CD、DVD）、電子メールや FAX、コピーなどの

取り扱いや管理についても実践現場における定期的な点検や現実的な基準の制定が必要

である。 

14 相談援助を広げるための情報通信技術の活用（特記） 

例えば、難病患者など少数派の人々があまり知られていない病気の実態やおかれている状

況をﾌﾞログで発信することにより、その存在と問題を社会に伝え、同様の立場にあるほか

の難病患者や支援者とネットワーク上で交流できるようになった。 

・パソコンを使いこなせるようになりたいという高齢者や障害者を支援するパソコンボラ

ンティアの取り組みが地域社会における連携と支えあいの輪を広げる。 

活用における課題 

・情報リテラシー：情報活用能力 

・デジタル・デバイド：インターネットやパソコン等の情報通信技術を利用できる者と利

用できない者の間に生じる格差 

 

 

15 事例研究 

研究目的←先行研究のレビュー（文献の検索）、これから研究しようとすることにすでに明

らかになっていることなど明らかにする。 

研究デザイン：だれを対象にどのようなデータを収集するのか 

〇事例研究：観察や会話などから把握した対象者のありのままの言葉や状況を記述するこ 

とによって出来事の文脈やプロセスを理解することに適している。 

●単一事例実験計画法（シングル・システム・デザイン） 

援助の目標を数量化できるように設定し、援助前と援助開始後の比較を量的に行うことに 

より援助効果を測定する。(引きこもり⇒外部の人との接触回数、気分を 5 段階評価) 
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※GT 法：グラウンデッド・セオリー法：ある現象に関してデータに根ざして個々の具体的

な事例から一般に通用するような理論や法則などの構築を体系化した一連の手順を用いる

方法。 

（例：『大学病院のソーシャルワーカーによる退院援助の研究』退院援助の全体像を説明す

る中核カテゴリーとして「生活再生に向けての支援」、生活再生の概念を「患者や家族が受

傷や病気によってダメージを受けて喪失した自分たちの生活を喪失や不安定な状況からこ

れまでとは方向を違えて蘇生させていく過程」：三毛美代子、2000） 

※ トライアンギュレーション：分析の妥当性を確認したりや偏りや歪みを補正する方法。 

同じデータを 2 種類の方法（観察と面接など）で収集し比較、複数の人が同じデータ分析

を独立して行う。 

●地域の現状把握 

 ・地域包括支援センター職員は相談事例やつぶやき等から得られた実感の伴った質的デ

ータやそれを裏付けるためにも統計等の量的データの両方を活用することが大切、この

際、ケアマネジメントの問題点だけに着目するのではなく、地域がもつ強みを意識して

把握することが重要。 

事例分析 

・事例分析を行う第一の目的は「気づき」を得ることである。 

・事例分析の第二の目的は「気づき」の内容について深く理解することである。 

 例：「問題解決の意欲がないクライエント」⇒主体性を尊重していなかった⇒ストレング

スに着目し可能性を信じる、パートナーとして自己決定を重んじる。 

・事例分析の第三の目的は理解したことを実践に反映させ、よりよい援助のためにどのよ

うにすればよいのかを明らかにする。 

 前例では：ストレングスを発見、どのように活用、自己決定⇒どのような態度や言葉で

伝えるかなど。 

 

練習問題 

以下、適切なものには○、誤りには×を（ ）に入れなさい。 

（  ）スーパービジョンの管理的機能、教育的機能、支持的機能の三つの機能はどれが

欠けてもスーパービジョンそのものがうまく機能しない。特に管理的機能のスー

パービジョンは教育的機能、支持的機能のスーパービジョンの前提となる重要な

機能である。 

（  ）パラレルプロセスはスーパービジョン場面における対人援助場面の無意識の繰り

返しであり、スーパービジョン関係は援助関係のモデルにもなる。したがって、

よい援助関係を形成するためには、よいスーパービジョンは欠かせない。 

（  ）事例研究は観察や会話などから把握した対象者のありのままの言葉や状況を記述

することによって出来事の文脈やプロセスを理解することに適している。 
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（  ）事例分析は事例研究の一部分であり実践現場や教育・研修においても行われる。 

     実践や教育研修で事例分析を行う目的は「気づき」を得て、その内容について深

く理解し、理解したことを実践に反映させ、よりよい援助のためにどのようにす

ればよいのかを明らかにすることである。 

（  ）個人情報保護法では「人種」「信条」「病歴」などの「要配慮個人情報」も、オプ

トアウトで提供できる。 

 

参考・引用文献： 

「新・社会福祉士養成講座 8－相談援助の理論と方法Ⅱ」（編集 社会福祉士養成講座編集

委員会 中央法規出版 2009.3、2015.2 第三版） 

「社会福祉士養成テキストブック③－社会福祉援助技術論（下）」（編著者 黒木保博、福

山和女、牧里毎治 ミネルヴァ書房 2002.6） 

「社会福祉援助技術論」（編著 杉本敏夫 保育出版社 2004.4） 

「地域包括支援センター運営マニュアル」（編集 地域包括支援センター運営マニュアル検

討委員会 長寿社会開発センター 2018.6  2訂） 

「改正個人情報保護法で医療・介護関係者向けガイダンス公表」（ケアマネタイムス、

2017.4.19） 

「佐賀中部保健医療圏版退院支援ルール」（2019） 

「2015 社会福祉士国家試験過去問解説集」,日本社会福祉士養成校協会編集,中央法規出

版,2014） 

「2019 社会福祉士国家試験過去問解説集」,日本ソーシャルワーク教育学校連盟編集,中央

法規出版,2018） 
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