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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 



家庭内では本人の意思がすべてで、娘たちは、
何においても『母がいいといえば・・』『母が嫌と
言っています』と言う。また、娘たちの体調や気
分などで訪問のキャンセルが続いたり、代行訪
問・サービス展開・導入が行いづらい面がある。
本人は不安症にて、何かあるとすぐ娘を呼ぶ。ま
た病院に行く、と騒ぎそれに付き合い、娘たちの
疲労も大きく、余計に体調が不良となる。現在、
仙骨部褥瘡、左下肢血腫除去術後の下肢処置、
シャワーを毎日娘が対応。日中はトイレ以外は
ほぼ臥床か、ソファ座位。下肢浮腫みの軽減対
策として時折、ベット臥床で下肢挙上をしてくれ
ている。他のサービスは金銭の問題もあり、人慣
れしないことからも、消極的である。 

  

長女：鬱病、事実
上の主介護者・
キーパーソン、決
定権を持っている。
元看護師。 

次女：統合失調症 

長女
51歳 

Ａさん 

77歳 

長女・次女の鬱傾向、体調不良に本人も影響
され、ずっと泣く、もうだめ、死にたいなどと訴
える。キャンセルが多く、すぐ病院受診となる。 

近所に住む。食事
を作りに週に１～
２回来訪。しっか
りされており、理
解力あり 

病名は慢性心不全（10年来）と胸腰椎多
発圧迫骨折後である。圧迫骨折後の痛み
はだいぶ落ち着き、起居動作・立位も可能
だが、長く立つ・歩くことは不可能。トイレ
は間に合わずリハパンへの失禁あり（尿） 

鬱傾向がある本人と精神疾患をもつ家族への対応 事例検討 

三女 

45歳 

・週一回の訪問看護のみ、往診を入れたが、前主治医
への信頼が厚く（依存？）、すぐに病院に行ってしまう。 

次女
48歳 
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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・次女） 

家族成員（本人） 

気づかう 

振り回され感？ 

言いつのる 

従う（甘える？） 

要求する（甘やか
す？） 

家族システム 

在宅システム 

気分次第 

医師 

文脈 

ストーリー 

三女 
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ヘルパー 

ケアマネ 

私は体調が不安定。
頼りになるのは母。で
も母も体調悪く、あれ
これ多くを要求して
くる。それに応えよう
とすると私自身がヘ
トヘトになる。これか
ら一体どうしたらよ
いのか 

？ 

本人の思ったこと、言っ
たこと、不安に、娘たち
が振り回されている印
象を受ける。娘たちの
支援も必要では…、何
とかしなければ 



援助者の見方の変化 
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本人・家族のそれぞ
れが、メンタルの課
題を持っており対応
が困難な家族 

家族内で悪循環が起きて
いる家族 

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） 本人 

気づかう 

強い愛着 

家族システム 

在宅システム 

要求   
気分次第 

医師 

ジョイニング 

共通目標の設定 

自分のことは自分
で！の提案 

コラボレーション 
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＊在宅チームとしての対応 

＊真の司令塔の力を借りる 

強い愛着 
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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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