M-D&D に基づくソーシャルワーク実践モデルの開発プロセス
― 回復期リハビリテーション病棟の医療ソーシャルワーカーによる
ソーシャルワーク実践モデルの叩き台作成 ―
丸 ⼭
キーワード：

正 三（藤⼥⼦⼤学⼈間⽣活学部）

会員番号 6461

M-D＆D、ソーシャルワーク実践モデル、医療ソーシャルワーカー

１．はじめに

近年、ソーシャルワーク実践に対する社会的な期待の⾼まりがある。地域共⽣社会の実
現に向け、地域住⺠の複雑化・複合化した⽀援ニーズに対応する包括的な福祉サービス提
供体制を整備する観点から、市町村の包括的な⽀援体制の構築の⽀援を推進するなどを趣
旨とした改正社会福祉法が成⽴した 1 。参議院厚⽣労働委員会による付帯決議において、重
層的⽀援体制整備事業の実施にあたり、裁量的経費を含めた予算を確保すること、また、
事業の実施のために、社会福祉⼠や精神保健福祉⼠が活⽤されるよう努めることなどが盛
り込まれ 2、地域においてソーシャルワーク専⾨職の配置が推進されることとなった。地域
の総合的包括的な⽀援体制づくりは、早くは地域包括⽀援センターに社会福祉⼠の配置が
あるが、2015 年からスタートした⽣活困窮者⾃⽴⽀援制度では、できる限り対象を広く捉
え、排除のない対応を⾏うことが必要であることが必要（⼀般社団法⼈北海道総合研究調
査会 2014）とし、椋野（2014）は、「すべての⼈に居場所と出番がある地域社会に変わっ
ていく」ための地⽅創⽣機能に注⽬するとした。児童福祉の分野では、⼦ども家庭総合⽀
援拠点の整備にあたり、市町村に求められる機能としてソーシャルワークの展開が求める
指針が提⽰された 3。また、⽂部科学省によりスクールソーシャルワーカー活⽤事業の展開
など、諸分野においてソーシャルワーク実践が求められている。
いずれも対象個⼈に対する⽀援にとどまらず、地域の関係機関と連携し多様なニーズを
受け⽌める体制づくりなど、個⼈と環境に働きかけるソーシャルワークとしての幅広い活
動が期待されているといえる。
２．ソーシャルワークに対する評価
１）評価の⽬的

このようなソーシャルワークに対する期待の⾼まりに⾼揚を感じるが同時に、その成果
を正しく評価し、期待に対する説明責任を果たすことが今後極めて重要な課題となる。ソ
ーシャルワークに限らず、実践の評価をめぐる研究が取り組まれている。ロッシら（2005）
は、ある社会的な問題状況を改善するために導⼊するプログラム評価を①ニーズ評価、②
プログラム理論の評価、③プロセス評価、④プログラムの効果、⑤効率性と５つの観点か
2020 年 6 ⽉ 5 ⽇、「地域共⽣社会の実現のための社会福祉法等の⼀部を改正する法律」が制定され
た。」
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ら評価することを説明している。また、安⽥と渡辺（2008：8-13）は、プログラム評価の
⽬的について、①改善・発展のための評価、②アカウンタビリティのための評価、③知識
習得のための評価、④価値判断および意思決定のための評価、⑤宣伝普及のための評価が
あるとしている。
２）プログラム評価

社会的注⽬されるようになったソーシャルワークは、地域における複合的な問題の解決
を総合的、包括的に期待される活動となるが、ロッシ（2005）の説明にあるとおり社会的
問題を改善する活動という観点からはプログラム評価が必要と考えられる。⽇本における
ソーシャルワークのプログラム評価では、⼤島（2012、2015）による研究、⼭野（2015）
によるスクールソーシャルワーク事業の展開に関するプログラム評価、中越ら（2015）に
よる精神障害者の地域定着⽀援プログラムの研究などがある。また、プログラム評価を利
⽤者や関係者を含めた参加型評価として、藤島（2014）、源（2016）、⼤島ら（2019）と体
系的な研究が進められてきている。
３）M-D＆D によるソーシャルワーク実践モデルの開発

ソーシャルワーク実践プログラムにおける評価の必要性は上述した通りであり、徐々に
プログラム評価としての研究が促進されつつある。
⼀⽅で、ソーシャルワーク実践そのものに対して、⽇本の実践を振り返ると曖昧性や理
論化の弱さが指摘される。また、ソーシャルワーク実践に対する評価の難しさ（岡本 1986、
渡部 2005）があり、数量的評価としての効果測定は実践レベルに到達していない（⽯川
2010）とする研究がある。丸⼭（2018）が病院ソーシャルワーカーに⾏ったインタビュー
調査からは、評価の必要性を認めつつも、現場における「評価の困難性」と「実践評価へ
の弱い動機」があり、
「実践活動の中で⽀援効果を実感できる部分がある」と感覚的な評価
にとどまっている現状が⾒えてきた。
このような現状を鑑みると、ソーシャルワーク実践に対する評価を⾏う以前（または同
時）にソーシャルワーク実践モデルの開発に焦点を当てる必要があると考えられる。
芝野（2002）は、ソーシャルワークの実践理論システムとして、包括的実践理論から限
定的実践理論、実践モデル、実践マニュアルと理論から実践⼿続きに⾄る体系を抽象から
具体に⾄る４つ次元で整理している。この実践理論システムは、包括的実践理論からの演
繹プロセスと実践次元から実践マニュアルに向かう機能的プロセスの両⽅の流れがあると
⽰している。
この実践理論システムの中で、実践モデルは、実践マニュアルほどの具体性がなくても
専⾨職が実践の⽅向性を探り、援助の意義を理解し、援助の動機付けを⾼めものになると
している。⽇本では、岡村理論やエコロジカルソーシャルワーク（ジャーメインら 1992）
など包括的実践理論が紹介されても実践モデルの開発が少ないために、理論を実践に⽣か
すことが難しく、実践から帰納するプロセスが機能しにくい状況にあると説明している。
ソーシャルワークにおける実践モデルの開発として、M-D&D（芝野 2002、2015）が紹
介されている。M-D&D（Modified Design and Development）は、トーマスら（1994）に
よる D&D をより活⽤しやすくするための修正版として⽣み出されている。また、その⽬
的は、ソーシャルワーク実践モデルをデザインし、ディベロップして、実践現場へ普及さ
せ、定着させることとしている。また、実践モデルの要素として①実践対象の記述、②実

践意義の記述、③依拠する理論の記述、④援助⼿続きの記述、⑤援助効果の記述が含まれ
る（芝野 2018：266）
実践モデルの定義は、「絞り込んだ対象者や対象問題に対する社会福祉実践の理論的背
景と意義を説明し、ある程度具体的な実践⽅法を解説したもの」
（芝野 2002：41）である。
ソーシャルワーク実践モデルの開発の流れは、PhaseⅠから PhaseⅣまでの４段階で⽰
されている。PhaseⅠは、問題の把握と分析である。現に取り組まれている実践状況と⽀援
の対象となる問題やニーズなどの状況を把握し分析が⾏われる。PhaseⅡは、たたき台モデ
ルの作成であるが、PhaseⅠの分析を踏まえ上述した５つの要素が記述される。この段階で
完全を求めすぎると開発が困難となるため、あくまでたたき台として、繰り返しの修正が
⾏われていくとしている。PhaseⅢは、試⾏と改良段階である。たたき台の実践モデルを⼀
定期間、活⽤し、評価を⾏うことで実践モデルの修正が⾏われる。PhaseⅣは普及段階であ
る。ある程度実践現場にフィットした実践モデルが開発された段階で、他のソーシャルワ
ーク組織などにも活⽤してもらえるように普及が⾏われる。ただし、普及段階においても
ソーシャルワークの実践環境が異なるため、実践現場に合わせて改良が求められることと
なる。

図１.M-D＆D によるソーシャルワーク実践モデル開発の流れ

以上のように、M-D＆D の⼿続きはシンプルであり、現場のソーシャルワーク実践を⽣
かして（帰納）開発される。また、抽象度が⾼く曖昧になっていた理論や実践の意義が明
確化され、統⼀的な⽀援⽅針を提供するといった点で有⽤な開発⼿法であると考えられる。
そして、ソーシャルワーク実践の効果を明確にする要素から実践の評価と効果測定を容
易にするとも考えられる。
３．研究の⽬的と研究⽅法

研究の⽬的は、ソーシャルワーカーが社会的な期待に応えられる実践を⾏い、実践の質
を⾼め、その説明責任を果たすための評価を⾏い得る実践モデルを開発することである。
研究対象は、回復期リハビリテーション病棟を有する医療ソーシャルワーカーとする。
（１機関に所属する５名：経験年数は 5 年〜12 年）
研究⽅法は、M-D＆D によるソーシャルワーク実践モデルの開発⼿続きに従い、医療ソ
ーシャルワーカーに対する実践フィールド調査からはじめ、対象とする医療ソーシャルワ
ーカーの理解と協⼒を得て参加型アクションリサーチの⼿法を活⽤する。

４．結果

本研究では、M-D＆D における PhaseⅡのたたき台モデル作成までを結果として⽰す。
研究期間は、2019 年 5 ⽉〜2020 年 2 ⽉である。対象機関の選定は、筆者との繋がりから
研究の趣旨に賛同と医療機関（病院⻑）の承諾が得られた機関とした。
１）倫理的配慮

本研究は、実践現場のソーシャルワーカーとの協働研究であるため、研究の趣旨、研究
⽅法、研究成果などについて⼗分な打ち合わせを⾏い、協働研究実施要領を定めた上で覚
書を締結した。研究の展開には、インタビュー、ケース記録の閲覧、患者アンケートなど
を含むため、匿名化すること、ケース記録の閲覧にあたっては所定の場所と時間で⾏い、
固有名詞を書き写さないこと、データの取り扱いについてパスワード設定など厳密に⾏う
ことを確認した。なお、筆者の研究機関の承認を得ている（藤⼥⼦⼤学倫理審査委員会）。
２）協働研究説明会の実施

対象機関の平常業務が終了した時間に５名のソーシャルワーカー全員参加のうえ、研究
内容と実施⽅法について説明会を実施した。（所要時間約 60 分）
３）インタビュー調査の実施⽅法

５名の医療ソーシャルワーカーに対し、個別インタビューを実施した（各 40〜60 分）。
インタビュー内容は、
「ソーシャルワークの実践業務について」、
「実践評価について」の 2
項⽬である。インタビュー内容は、承諾の上 IC レコーダに録⾳し逐語録を作成した。
４）ケース記録調査の実施⽅法

ケース記録調査は、各ソーシャルワーカーから、ソーシャルワーク実践を典型的に表す
記録を４〜５件選定いただいた（全 20 件）。閲覧した記録は、⽇付と経過情報について、
固有名詞を全て外し、メモとして記録した。各ケース記録を整理し、経過情報ごとに「本
⼈家族の状況」として、例えば「家族が施設⼊居を希望」、「希望する施設の探索依頼」な
ど簡潔な表現を付した。また、
「ソーシャルワーカーの判断・対応」として、例えば「利⽤
サービスについて⼿続き説明」「ケアマネージャーとの情報共有」などの表現で整理した。
５）インタビュー調査とケース記録調査結果の概要

インタビュー調査における「実践評価について」の回答内容を KJ 法で分析した結果が
図２である。インタビューの原⽂から２次ラベルまで作成（図中の⾓のある四⾓形が２次
ラベルを⽰す）し、最終的に６つのカテゴリーに分類（図中の⾓の無い四⾓形（⾚⽂字））
した。また、相互の関係を⽮印で⽰し、⽮印の関係を説明する補⾜する⾔葉を記述した。
KJ 法で分析した、医療ソーシャルワーカーの評価をめぐる認識と課題について、次のよ
うに説明できる。①⽀援の根拠を明確化すること、⾃⼰研鑽の⼿段など評価に対する意欲
が⾼い。また、評価することでソーシャルワーカーの⾃⽴性が⾼まると期待される。②折々
の場⾯で、⽀援に対する振り返りはなされているため、評価の基盤があると考えられる。
また、実践を評価ができれば振り返りの客観性を担保できると考えられる。③⼀⽅で、こ
れでよかったのかと確かな結果が⾒えないため⾃信がなく、他者からの評価に恐れも感じ
ている。④患者、家族からのお礼は⼀番の評価であるが、それだけを根拠にできない。⑤
クライエントが⾃らを振り返り評価することは、クライエントの問題解決のプロセスとし
て意義があるのでは無いだろうか。⑥実践評価を⾏うための課題が種々あるため、それら
の課題に取り組むことが求められていると考えられる。
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図２.評価をめぐる認識と課題（KJ 法図解）

次にソーシャルワークの⽀援展開の結果を図３に⽰した。まず、インタビュー内容の「ソ
ーシャルワークの実践業務について」の回答内容を２次ラベルまで作成した。その上で、
カテゴリー化および、⽀援展開としての図の構成を記録調査の展開に基づいて整理した。
図中のオレンジ⾊の枠線は記録調査内容から追加したものである。また、＜＞で⽰した項
⽬は、⽀援展開の段階的な特徴を表現した⾔葉である。
医療ソーシャルワークの⽀援展開は次のように説明できる。まず、⼊院の受け⼊れは、
⼊院受⼊⽅針が病院組織としての明確にされており、その⽅針に基づいて＜⼊院相談・受
⼊＞が⾏われている。また、⾝寄りのない⽅の⽀援体制が決められている。⼊院後は、患
者の医療状況に合わせて退院までの＜スケジュール化＞、本⼈と家族との＜信頼関係形成
＞のための関わり、他職種との＜連携＞として情報交換やカンファレンスなどに参加して
いる。また、そのような連携場⾯から患者、家族の情報をキャッチすることが多い。⼊院
中の＜⽀援内容＞は⼤きく⼆つに分かれる。⼀つは、⼊院中の代⾏⽀援など、
「療養⽣活に
関わる⽀援」であり、もう⼀つは、家族の考えと医療者側の判断に乖離がある場⾯のすり
合わせなど「葛藤を抱える場⾯」の⽀援である。加えて、「本⼈家族の意思決定において、
考えて結論を出せるように選択肢を広げられるように⽀援する」ことが意識されており、
「施設、福祉サービスの探索を⾏う」など現実的な⽀援が⾏われている。＜終結・フォロ
ーアップとしては、「転帰先への申し送り」「気になる⽅への状況確認」などが⾏われてい
る。⼊院から退院までの⽀援とは別に＜病院組織へのアプローチ＞、＜関わりの姿勢＞と
して基本的に⼤切にされていること、普段＜課題＞として感じていることが確認できた。

ソーシャルワーク⽀援展開（KJ法図解）
退 院

⼊ 院
＜⼊院相談・受⼊れ＞
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援として具体⽣活ニーズ
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ている
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本⼈家族との関わりを重ね

退院を⾒据え、本⼈が抱

る中で思いや意向を把握す

本⼈の利益を中⼼に、現実

えている課題を解決する

ると同時に信頼関係を形成

と家族の希望を理解し話し

ための⽀援を⾏っている
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＜終結・フォローアップ＞

他職種との連携では、患者
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ことが多い。

カンファレンス・ICの活⽤

本⼈、家族の意思決定にお
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ように視野や選択肢を広げ

重するように⽣活がわかる
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カンファレンスでの情報共

で考える
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を決めるタイミングとなる
カンファレンスやICの場⾯
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＜⽀援のタイミング＞
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⽀援のタイミングについて、

・⽣活保護他⾏政との連絡調整

情報を把握しながら臨機応

・退院前訪問

変な対応をしている

＜院内組織へのアプローチ＞

＜関わりの姿勢＞

＜課題＞

職員のソーシャルワーカーに

⼊院受⼊れの体制、院内⾏

限界にあきらめず、積み重

患者の⼈⽣に関わることの

正しいアセスメントを⾏う

対する認識は共通化が図られ

事の企画、広報誌の発⾏な

ねることで可能性を引き出

責任の重さを感じている

ために、根拠となる記録が

ている部分と多様性もある

ど組織的活動がある

すことを意識している

重要であるが、⼗分ではな
い課題もある

図３.ソーシャルワーク⽀援展開（KJ 法図解）
６）患者アンケート

患者に対するソーシャルワーク⽀援に対するアンケートを実施した。実施⽅法は、退院、
転院が決まった段階で患者または家族に両⾯ 1 枚のアンケート⽤紙を渡し、無記名で記載
し糊付け封⼊した上で、受付事務者へ提出いただいた。アンケート期間は 12 ⽉から 1 ⽉
の２ヵ⽉間であり、11 件の回答があった。調査項⽬は、担当医療ソーシャルワーカーに関
する 7 項⽬（５件法）、⽀援効果に関する 7 項⽬（５件法）、および⾃由記載である。
担当ソーシャルワーカーに関する項⽬は、7 項⽬全てにおいて平均 4.5 以上の⾼い評価
であった。⽀援効果に関する項⽬は、全て平均が 4.0 以上であったが、
「ご⾃⾝の課題につ
いて、前向きに取り組めるようになりましたか」（4.1）、「患者さま、家族さま（または関
係者される⽅）双⽅にとって望ましい状況となりましたか」（4.1）、「お困りごと（気にな
っていたこと）は解決できましたか」（4.0）と相対的に低い平均値となった。
７）調査結果のフィードバックと協議

以上の結果をまとめ、５名の医療ソーシャルワーカーに参加いただき、結果のフィード
バックと協議を⾏った。
医療ソーシャルワーカーの感想について、結果は概ね実践状況に⼀致するとの意⾒があ
ったが、⼀度の説明を聞いただけでは掴みきれない部分もあるとの意⾒もあった。
また、研究者の⽴場からどのように評価されるかを聞きたいとの意⾒があり、筆者から

の評価について以下の点を伝えた。患者・家族評価のデータからも⾼い評価があり、⼀⼈
⼀⼈のソーシャルワーカーとしての専⾨性に対する意識や⽀援の丁寧さなど客観的に⾼く
評価できると思われること。⼀⽅で、ソーシャルワークの展開過程について、①インテー
ク時の説明内容（SW の役割、契約）が明確にされていないこと、②家族の⽴ち位置につ
いての話し合い、ソーシャルワーカーは患者本⼈を⽀援する役割が中⼼であり、家族は本
⼈の協⼒者であることなどについての話し合いが不明確であること。③アセスメントへの
クライエント参加がほとんど⾏われていないこと、④クライエント主体の⽬標として明確
化されていないこと、⑤⽀援効果が不⽂であり、説明されていないこと、⑥⽀援の評価⽅
法が明らかになっていないこと、⑦終結時点の⽀援の振り返りにクライエント参加が位置
付けられていないこと、などについてコメントした。
８）実践モデルの原案提⽰

調査結果のフィードバックと協議から、筆者が対象医療ソーシャルワーカーによるソー
シャルワーク実践モデルの原案を作成すること、５名の医療ソーシャルワーカーは調査結
果を改めて振り返り、特徴や課題となること、改善が必要な点について考えていただくこ
ととした。
図４は、ソーシャルワーク実践モデルの全体像として、M-D&D の５要素である、実践
の意義としての理念、活⽤されている理論、⽀援対象、⽀援効果と基本的⽀援プロセスを
図⽰した。
ソーシャルワーク実践モデルの全体像
（理 念） 医療ニーズを満たし、⼊院中の⽣活問題への対応、本⼈と家族にとって最適な⽣活環境への移⾏を⽀援する
＜ソーシャルワーク⽀援（⽣活モデル）＞
（システム理論）

（岡村理論）

（対 象）
（１）問題解決⽀援

評価的機能
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：

サ
介
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社会関係の⽋損

度

⾝体機能の回復

クライエントの主体的な問題解決過程を⽀援する
（２）保護的機能（代弁的⽀援）

：

ニーズ：

制

家族の

（問題解決アプローチ）

送致的機能

護

ニ
ー
ズ

医療サービス

ー

介

制度：

ビ

護

安⼼
本⼈
リハビリ意欲

②判断能⼒が不⼗分、著しく不⼗分であるが代弁者がいる

事業所

家族の

⽬ 標

①判断能⼒が⼗分ある

サービス

協⼒
⼈（本⼈）と環境、両者の関係に働きかける
在宅の医療
⽀援のポイント

管理体制

◎様々な要因がシステムとしてつながっている

ズ：
管理
ニー
医療
在宅

⼈

ニーズ：所得

判断⼒
低下等

（３）家族（関係者）⽀援

⾏ 政

制度：⽣活保護
保護的機能

ニーズ：

制度：施設⽣活

⾃宅⽣活
社会制度の⽋陥

社会関係の不調和

◎ストレングスに注⽬
開発的機能

◎解決策はいくつもある（原因-結果にとらわれない）

（効 果）
（１）主体的な問題解決（成⻑）
本⼈が経験する⽣活問題を周りの協⼒を得て解決する

◎全体を理解するのための図式化を活⽤（エコマップ）
◎資源の活⽤、協⼒者を得る

本⼈の⽀援に関連し、家族⽀援の必要性がある

⾼齢者
施設

調整的機能

⽬標達成度スケールによる評価（評価者：本⼈、関係者、SW）
（２）適切な社会関係
ニーズを満たす適切な社会関係が形成される
エコマップによる評価（評価者：本⼈、関係者、SW）

⽬指す状態
本⼈の社会⽣活上のニーズを満たすために、社会制度が繋がり適切な社会関係がある
SW⽀援の必要性判断
フィードバック

＜管理的機能＞
病院機能の活⽤と⽣活環境への移⾏を⽀援するための調整・管理を⾏う

⼊院相談

判定会議

⼊
院

⼊院時⾯談

スケジュール化

＜IC・カンファレンス＞

⼊院⽣活に関わる代⾏⽀援

＜IC・カンファレンス＞

サービス調整

＜IC・カンファレンス＞

引き継ぎ

退

フォローアップ

院

図４.ソーシャルワーク実践モデルの全体像

また、⽀援プロセスについて、⼊院受⼊段階の⽀援プロセスと⼊院後の問題解決⽀援に
分けた流れ（フローチャート）を作成し、段階ごとの留意事項を⽰した。このように２段
会のフローチャートに分類する意図は、現状では、⼊院前⾯接をインテークと位置付けら

れていたが、⼊院後に特段のソーシャルワーク⽀援を必要とされない⽅と積極的な関わり
が必要な⽅に分かれる実態があることから、⼊院後の⽀援が必要な場合に改めて問題解決
⽀援としての展開を置くことが患者、家族にとっても⽀援の意義や役割を明確にできると
考えたからである。

入院受け入れからSW支援を判断するまでのフロー

⼊ 院

（＊1）
いる
家族の有無

気になっていることや問題など

家族⾯談
⼊院時インテーク

家族状況の確認、家族の役割（本⼈の協⼒者）
SWの役割（退院⽀援、⽣活問題の解決⽀援）

（＊1）

⽀援の進め⽅
守秘の取り扱い、記録

いない
話せない
経過観察

本⼈の状況

話せる
ある

（＊2）

話せる
本⼈の判断能⼒は？

本⼈⾯談

同席

本⼈が気になっていることや問題など

⼊院時インテーク

SWの役割（退院⽀援、⽣活問題の解決⽀援）

（＊2）

⽀援の進め⽅

不⼗分

守秘の取り扱い、記録

話せない
保護的機能

継続的関わり

（⾝寄りなしマニュアル）

信頼関係形成
問題・ニーズの発⾒

無い
解決すべき問題の有無

退院に向けた
調整⽀援

有る
問題解決⽀援

図５.⼊院時の⽀援内容フロー

５．考察
本研究では、M-D＆D における PhaseⅡのたたき台モデル作成までを結果として⽰し考
察するものである 4。
１）協働研究の取り組み

本研究が展開できたのは、現場の協⼒が得られたことによる。実践業務が忙しい中でも
現場のソーシャルワーカーにおいて業務改善やより良い実践につなげることの意識の⾼さ
が伺われる。また、実践モデルの開発において、研究者のみによって妥当な実践⽅法を開
発したとしても、現場がそれを受け⼊れることは難しいだろう。協働研究としての参加型
調査の意義も指摘できる。
２）ソーシャルワーク実践モデル開発の意義

4

新型コロナウイルス（COVID-19）の感染拡⼤により、医療機関への外部者の⽴ち⼊りが禁⽌となっ
た。そのため、現時点の協働研究は中断している。

SW⽀援展開と評価・効果測定のフロー

問題解決⽀援
（＊1）
家族の意向とその背景を把握する
家族が抱える課題、ニーズを把握
異なる

いる
家族の有無

家族⾯談（＊1）

意向は共通か

本⼈との意向が異なることに対する考え
SWの役割
⽀援の進め⽅
守秘の取り扱い、記録

いない
共通である

（＊2）

同席

問題解決⽀援

気になっていることや問題など

インテーク（＊2）

家族状況の確認、家族の役割（本⼈の協⼒者）
SWの役割（退院⽀援、⽣活問題の解決⽀援）
⽀援の進め⽅
守秘の取り扱い、記録

アセスメント情報
エコマップ
記録

アセスメント
（問題解決の動機・能⼒、医療情報、問題の背景、家族状況、環境要因、経済など）
（＊3）
アセスメントを踏まえた本⼈主体の⽬標

⽬標達成度スケール
の作成

⽬標の話し合い
計画作成（＊3）

家族と話し合える場合は、家族の合意を得る

協働
意向のすり合わせ

意向のすり合わせ

＜⽬標の原則＞

は可能か

①具体的である、②達成が⾒込める、③現実的である
⽬標に基づく⽬標達成スケールを作成し合意を得る

計画の実施

家族との継続的

経過の把握

話し合い
家族のニーズ⽀援
（＊4）
計画を実施する上で問題となること
ある

実施上の問題はあるか

関係機関の状況変化
⾝体状況の⼀時的変化

（＊4）

など

ない
（＊5）
ある

意向の変化

計画の⾒直しは必要か

本⼈状況の変化

（＊5）

家族状況の変化
新たな問題、ニーズ

ない

エコマップ記載
⽬標達成度評価

など
（＊6）

評価・効果測定

本⼈および関係者と共同で評価

（＊6）

本⼈にとって、取り組みの意義を振り返る
残された課題や今後の取り組みを確認する

評価情報の蓄積

終結
フォローアップ

図６.問題解決⽀援に関わるフロー

ソーシャルワーク実践モデル開発の意義について、本研究から確認できることは、ソー
シャルワーカーの実践を⾒える化することで客観的に検討できること、また、実践モデル
の改善することや共有がしやすくなることである。実践の質を⾼めるために実践モデル開
発の重要性が確認できた。また、曖昧化しやすいソーシャルワークの理論や⽅向性、ある
いは患者、家族、医療機関の間にあって⽴ち位置の確認することができる。それぞれの⽀
援段階で留意点や確認しあうことが可能になる。もう⼀つ⾔えることは、評価の視点を持
ちやすくなることである。ソーシャルワークの⽬的、クライエントの⽬標などが明確化さ
れることで評価の視点が明らかになるからだ。
現状は、研究途上であり本研究で提案した、たたき台をもとに実践と改善を⾏うことで
妥当性を⾼めていきたい。
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