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研 究 目 的 

 
 医療ソーシャルワーカー(以下，MSW)という名称をテレビなど見聞きする機会が増えてき

たが，MSW の仕事の内容やどこにいるかなど意外と知られていない。実際，本人やその家族

などが病気になり，介護保険や障害者手帳の申請時や入退院時の相談などで初めて知る人が

多い。患者は MSW を知っていなければ相談することができない。その MSW を知る機会に

ついて入院患者の場合と外来患者の場合をわけて考えてみると、入院患者の場合は MSW の

存在や仕事の内容をもともと知らなかったとしても，医師や看護師から紹介され，知る機会

があるといえる。しかし，退院後の生活についての相談に応じることが多いため，病院職員

には退院に関わる仕事をしている者と理解されがちである。他方，外来患者は，MSW の存在

を知らなければ，医療費が払えないなどの問題を相談したくてもできない。病院によっては，

支払などに関しては医事課の事務職員が対応する場合があるために，MSW の存在はほとん

ど知られていない。丸山が業務に占める退院援助の比率が高いと述べているように（丸山

2019），MSW の業務は退院援助が中心となっており，外来患者への支援は十分であるとはい

えない。外来患者は，病名を告知され，入院治療や手術が必要になった時に生活する上で気

になる問題があったとしても，MSW に相談することで一緒に解決方法を探ることができる。

それにより，外来患者が入院を断念したり，治療を遅らせたりせずに済む方法を MSW と共



に見出すことができる。しかし，MSW の存在を知らないため相談できずに，問題を抱えたま

まになりがちである。 

 以上より，外来患者は，病名を告知された時に患者本人が抱えている生活課題について相

談できることを望んでいると考え，外来患者の MSW への要求や理解の内容から MSW の役

割について検討した（鵜野ほか，2019）。その結果，患者が医者に思ったことを聞けず、解決

しないままにならないように医者と患者をつなぐ役割や、今後も心身の状況に変化が生じる

ことを予測し、その時にどこへ相談したらよいのか、また、どのような社会資源があるのか

を必要に応じて事前に伝えていく役割、関係機関や患者の職場と連絡をとり話し合いの場を

調整し設ける役割等が考えられた。 

 また、外来患者への MSW の支援に関する研究は見当たらない。他職種の視点から研究さ

れている外来患者への支援には、服部ほか(1997)、岡本ほか(1998)、岩田ほか(2008)等があ

る。 

上記のことから、MSW の存在を患者が知らないがために、その役割を MSW が発揮する

機会がないのではないかと考えた。そのためには，MSW の存在を知ってもらう方法、MSW

に相談する仕組みづくりについて検討する必要がある。そこで、本研究では、外来患者が相

談しやすい環境づくりについて検討することにした。 

 



研究の視点および方法 

 

１．調査協力者  

Ａ病院に通院している透析患者４５人を調査協力者とした。 

２．調査内容  

病気を知らされた時の気持ち，病気に関する相談相手とその相談内容，病気が生活に及ぼ

す影響について，MSW の認知の程度について，MSW に解決してもらいたい問題についてな

どを尋ねた。 

３．調査方法  

調査について透析患者の方々に直接説明を行い，調査に同意を得られた場合に同意書を交

わし，日を改めて半構造化面接にて聞き取り調査を行った。聞き取り調査に要する時間は一

人当たり１時間程度とし，聞き取りの内容は、協力者の了承を得てＩＣレコーダーに録音し

た。 

 

 

 

 



倫 理 的 配 慮 

 

本研究は，日本社会福祉学会研究倫理指針を厳守し実施した。調査協力者には，研究の趣

旨と内容，得られたデータは研究目的外には使用しないことについてあらかじめ説明した上

で調査への協力を要請し，研究協力同意書への署名をもって研究参加受諾とした。調査結果

を公表する際には個人が特定できないように配慮し，匿名性を守ることを約束した。本研究

はＡ病院臨床研究倫理委員会の承認を得て実施した。 

 

研 究 結 果 
 

１．MSW への相談の有無 

今まで MSW に相談したことがあるかという質問には、MSW に相談したことがあると答え

た患者が 45 人中 22 人であった。相談したことがあると答えた患者の中で、MSW を知った

時期についてみてみると、入院中に MSW を知った患者は 22 人中 18 人とほとんどを占めて

いる。中でも、「入院中に MSW から訪ねてきた」「退院前に MSW が訪ねてきたので、障害

年金の手続きのことなどを相談した」「転院することになったとき MSW が来てくれた」など

のように、患者は MSW が病室に訪問等をすることで MSW を初めて知り、相談することが



多いという結果になった。一方で外来通院中に MSW を知った患者は 2 人であった。外来患

者が通院中に MSW に相談することになった理由は、「経済的な課題があり看護師伝いで就職

のことを相談した」「通院前の見学に来た際に知り、後日医師に言いにくいことを聞いた」が

挙げられる。看護師を含む他職種と日々情報共有を行い連携を図っていることや、外来通院

開始前の見学に同行する等の通院初期から対応をしている結果だと言える。 

反対に、MSW に相談したことがないと答えた患者は 45 人中 23 人いた。23 人のうち、

MSW を知っている人は 14 人、知らない人は 9 人いた。MSW を知った時期についてみてみ

ると、14 人のうち入院中に MSW を知った患者は 6 人、外来通院中に MSW を知った患者は

4 人、知った時期は不明だが「MSW の名前は元々知っていた」などの MSW の存在を知って

いた人は 4 人おり、入院中に知った患者が一番多い。MSW を知っているにも関わらず相談

しない理由は大きく 3 つに分けられた。一つ目は「MSW に何を聞いたら良いかわからない」

「どこまで相談したら良いかわからない」等といった理由が挙げられ、それは MSW の存在

を知らないために MSW に相談ができなかったといえる。二つ目は「MSW がどこにいるか

わからない」「所属が分からない」等といった理由が挙げられ、それは MSW の存在は知って

いても MSW の居場所が分からないために、MSW に相談ができなかったといえる。三つ目

は、MSW のことを「いい人だと思っている」「悩みを聞いてくれる人」「アドバイスをしてく

れる人」というように良い印象を抱いてはいるが、「自分で役場に行けば教えてもらえるから」



「んーって悩む時間がなかった」等といった理由が挙げられ、患者がこれまで特別困ったこ

とがなかったためにこれまで相談をしなかったといえる。 

２．MSW の認知の有無、MSW を知ったきっかけ 

患者が誰かに相談したいと思った時に、相談相手として MSW を知っている人は 45 人中

21 人いた。時期に分けてみてみると、MSW を知った時期として一番多かった時期は、自分

や家族が、以前に入院していた時で、21 人中 10 人であった。結果として自分自身の問題か、

家族等の問題かに限らず、MSW を知るきっかけとして、入院は一つの大きな契機であると

いえる。また、MSW を知った理由は、「自分が透析になる前に、他の自分の病気や家族の病

気をきっかけに知った」と答えた人が 21 人中 10 人と一番多い。「院内の掲示を見て知った

人」は 21 人中 4 人と少数であるがいた。 

また、MSW を知らないと答えた人は 45 人中 24 人いた。その中で、患者が誰かに相談し

たいと思った時に MSW のことを知らなかったが、その病気をきっかけに入院中に MSW か

ら連絡があり知った人は 24 人中 13 人いた。 

以上のことから、外来患者には MSW の存在が知られていないと言え、MSW を知るきっか

けとして、入院中の MSW からのアクションによることが多いと言える。 

  

 



考 察 

 

外来患者として通院している患者が MSW に相談することは、MSW の存在が知られていな

いため看護師など他職種からの紹介がなければ容易でなく、外来患者が相談しやすい環境と

は言えない。入院をきっかけに MSW を知った人を除くと、MSW をもともと知っていた人

は 45 人中 11 人であった。そのうち外来通院中に MSW を知った人は 2 人のみであり、外来

通院中に MSW を知り、相談することは困難な状況であるといえる。このように相談の機会

がないため、MSW は役割を発揮することもできない。外来患者が相談しやすい環境づくり

には、MSW の存在を知らせるための仕組みづくりが必要と考える。 

外来患者が相談しやすい環境づくりとして二つ挙げられる。一つ目は院内での MSW に相

談する仕組みづくりについてである。院内の各診療科、看護部、リハビリ部門、医事課等と

の関係づくりを行うことと並行して、他職種への周知のため勉強会を行い、他職種に MSW

の役割について理解を促す。これにより、他職種が患者に MSW の情報提供をすることがで

き、患者に MSW の存在を知らせることができる。さらに、患者が MSW へ相談する機会を

もつためには、多職種の協働が必要である。 

次に、患者に MSW の存在を知ってもらう方法は、病院内での掲示や必要な患者へ資料の

配布が必要であると考える。MSW をもともと知っていた 21 人中 4 人は掲示をみて MSW を



知ったと答えている。院内の掲示は診療の待ち時間に見ることができ、診療科や会計の隣な

ど掲示の場所によって患者に即した内容の掲示物に変えることにより、より効果を発揮する

ことができる。例えば、会計のところでは、支払いなど経済的問題に関する内容、脳神経内

科では認知症に対する情報や相談先を記載、内科には介護保険に関する内容を重点的に記載

するような掲示物などである。 

さらに地域への広報活動として、健康教室や、オレンジカフェを活用して、MSW の存在に

ついて周知を図る必要があると考えられる。健康教室には地域で生活する健康な高齢者が参

加している為、その高齢者に元気なときから MSW を知ってもらうことができ、オレンジカ

フェは認知症の本人と家族が一緒に参加しているため、家族にも MSW の存在を知ってもら

うことができるからである。 
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