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医療法人純真会ほほえみデイケア 平成 24 年度 キャリアパス支援事業研修会 

テーマ：スーパービジョン 

 

はじめに 

この研修は、講義と演習を組み合わせて行います。 

 

０ 社会福祉施設職員の業務とは何か 

 

▼ 生存権の保障 ： 何らかの理由で、在宅で生活できない者の生活の場を保障すること 

▼ 人権の保障 ： 日常生活における自己決定の権利や教育権、労働権の保障 

▼ ケア・援助・治療 ： WHOのいう４つの健康の保持のための関わり 

▼ 支え合い・出会い ： 施設職員と利用者、利用者同士 

▼ 教育・開発 ： 職員教育、後進の育成、スーパービジョン・システム 

▼ 生 産 ： 就労とのかかわりでの生産、価値の生産 

▼ 社会福祉運動 ： 施設のくらしの拡充 

▼ 研究・開発 ： これまで「施設の社会化」「地域(在宅)復帰」などが推進 

▼ 研 修 ： 「良い施設とは」の追求 

▼ 実 習 ： 第三者の目からみた施設。自己点検 

 

１ スーパービジョンの必要性 

 

福祉・介護職場では、さまざまな制約の中で、さまざまな問題がおこり、ワーカー（援助者）

と利用者（クライエント）との円滑な人間関係の維持・構築が困難になることがよく起こります。 

利用者にとって不利益となる結果が生じ、援助者に過度の重圧が課されることもあります。 

このような問題が生じた時、第一に職場が組織的な対応をしなければ、利用者及びその家族等

の問題を解決できません。第二に職場が組織的な対応をシステム化し、そのシステムが有効に機

能する職員員間の合意形成と事前の訓練がなされていなければならないでしょう。そして第三に

絶えざるシステム・チェックとスーパービジョンにより、援助職としての専門的な力量と姿勢・

態度を保持し、問題の再発を防止することが肝要です。 

職場のリスクマネジメントとスーパービジョン・システムを職場で構築することは、利用者の

利益を擁護し、クレームを減少させるために欠かせないことです。 

 

▼ 福祉・介護職場におけるスーパービジョンの定義 

 

スーパービジョンとは、①熟練したワーカーであるスーパーバイザーが、②同じワーカーで

ある経験の浅いスーパーバイジーに対し、③専門的能力を最大限発揮し、④より良い実践がで

きるように援助する過程である。 

社会福祉施設や機関などにおいて、スーパーバイザー（指導者）によってスーパーバイジー

（被指導者）に対して行われる、専門職を育成する過程である 
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２．職場で起こる困難な状況 

イチャモン

(クレーム） 気持ちの問題 ・・・・ とことん「聴く」

　何を困っているのだろうか？ 理屈の問題 ・・・・ 科学的規則的根拠

理論的

科学的

少なくとも「リスク・マネジメント」にはなる！！ 「イチャモン」にも対応可能

広げ、自由・裁量化できる

職員の業務の範囲を 　「　「　「　「記録記録記録記録」「」「」「」「ケースケースケースケース検討検討検討検討」「」「」「」「SVSVSVSV」」」」

狭めるしかない

業務のマニュアル化

本来業務の外部化 →「指示待ち」が増える

成年後見制度の活用← →「管理職の業務」が増える

第三者委員の配置← →「ストレス」がたまる

サービス評価←

「レベルが上がらない」
「イチャモン」という
扱えないものまで

扱わなければならない

相談援助の力量

なぜ、この利用者及びその家族等は
このようなことを言って来るのだろうか

背景は
どっち

信頼される
まで「　　」

信頼
あるいは

納得
「レベルが高い」
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３．スーパービジョンの概略 

 

▼ 目 的 

１．福祉・介護人材の育成 ： 専門職としてより高いレベルの知識・技術・態度・姿勢の

習得をめざす 

２．職場の援助の底上げ ： バイザーとバイジーとの相互作用によって、職場の援助の質

が向上し、利用者の利益が最大限に尊重されることにつながる 

 

▼ 歴 史 

１．スーパービジョンはアメリカ生まれ ： 19世紀末から 20世紀初頭に 

 

２．バーンアウト対策として ： 1960年代から 70年代 

3つの機能がスーパービジョン基本要素に 

３．日本では、1950年代より 

 

４．現在では福祉・介護職場全般にわたって実践されるほか、医療や保健、心理、法律・社

会制度などでも、コミュニケーション能力の向上のため活用されている。 

 

▼ 成立の要素・要件 

 

スーパービジョンは、バイザーとバイジーとの間の専門的な支援関係の中で展開されること

を基本としています。この関係を「スーパービジョン関係」と呼びます。 

スーパービジョン関係は、「契約」「過程」「相互作用」により成立します。 

 

【スーパーバイザー】 

援助者が専門職として成長するようスーパービジョン行う者。上司が担当する場合と外部に依

頼する場合があります。スーパーバイザーは、スーパーバイジーと「契約」を結んでいるかぎり、

スーパービジョン目的や契約の内容に則ってスーパーバイジーに対して責任を負います。 

 

【スーパーバイジー】 

専門職として育成され、成長するためにスーパービジョンを受ける者。 

援助者が福祉・介護職場で問題に直面した場合やスキルアップを目指す場合に活用。 

 

【スーパービジョン関係】 

バイザーとバイジーの間で築かれる専門的な支援関係で「契約」が伴います。 

 

【契 約】 

スーパービジョン関係を結ぶにあたり、その意志をバイザーとバイジーがともに確認しあうこ

とを契約といい、契約が成立してはじめてスーパービジョンがはじまります。 
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契約時に確認すべき内容 

１ 目標や課題の設定 ５ 形態と方法 

２ 回数や時期 ６ 参加メンバー 

３ 実施場所 ７ 責任の範囲と約束事 

４ 費用 ８ その他 

 

【相互作用】 

スーパービジョンにおいてバイジーは、バイザーからの助言や指導を一方的に受けるものでは

ない。またバイザーも、スーパーバイジーの成長の進捗を見極めながら適切な指導や助言を行い

ます。バイジーとバイザーの両者が、相互に作用・交流（コミュニケーション）しながら、スー

パービジョンは進められます。 

 

事 例 

    入所 3年目、80 歳の太郎さんには、58 歳の娘さんがいます。 

娘さんは 2月に 1回ほど施設を訪問し、太郎さんの大好きなチョコレートを差し入れてくれ

ていました。 

    帰り際、いつもなら娘さんは「これからもよろしくお願いします！」と、職員に声をかけて、

帰っていかれるのですが、その日は何も言わず、帰られました。 

 

    Q１．太郎さんの娘さんには何が起こったのでしょうか。考えられることを箇条書きにしてく

ださい。 

 

 

 

    Q２．推測されたことに対する、今後の対応を考えてください。 

 

 

【過 程】 

アメリカのスーパービジョンを日本に紹介した福山和女（ルーテル学院大学）は、スーパービ

ジョンのステップを次のように示されている。 

 

ステップ 内 容 

①課題提示 スーパーバイジーに、事例を簡潔にまとめて提示させる。 

スーパービジョンで確認したい理由や、緊急性の有無を明示させる。 

 

 

②取り組み意志

提示 

スーパーバイザーは、事例概要を聞き（読み）、スーパーバイジーに担当事例との取り組みに

ついて意志表示させる。 
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③追加情報 スーパーバイジーは、事例概要に加えて、この事例と取り組むために、さらに知りたい情報

について２～３個列挙する。 

スーパーバイジーが列挙したものは、保健・医療・福祉システムのどのサブシステムのもの

であるかを確認する。 

 

 

④問題点 

列挙 

事例の情報を考慮し、問題点であると考えられる事実をできるだけ多く列挙する。 

この作業は、スーパーバイジーとスーパーバイザーの共同作業として行なう。 

 

 

⑤５年後 

の予測 

この事例について、今後の見通しを考える。現時点で援助をしなければ５年後はどのように

なっているのかを想定する。 

スーパーバイジーとスーパーバイザーは、この事例が背負っている限界や緊急性を考察し、

この事例に対する支援の重要度を推し測っておく。 

 

 

⑥取り組み力＝

ストレングス

の探求 

④で列挙した問題点を精査する。クライエントは問題を抱えたなら、必ずそれと取り組む努

力をしている。 

その努力に焦点をあてて、具体的な取組み内容と努力を列挙していく。 

問題点の背後にある隠されたクライエントの取り組み能力を見る。 

列挙された問題点を一つひとつ丁寧に考察し、その背後にある、価値ある行動を証明する。 

ここでクライエントやスーパーバイジーのプラス面を列挙する。 

 

 

⑦優先順 

位付け 

スーパーバイザーは、⑥で列挙したプラスの点のうち、どの点をスーパーバイジーが強化し

ていけばよいかを考える。強化点を検討させ、優先順位の高いもの１つを選ばせる。 

 

 

⑧具体的 

対策作り 

⑦で取り上げた第１位のものを実行するための具体策を練る。緊急性が高いと判断した場合

には、即時、指示内容と報告期日を決める。 

 

 

⑨事前計画との

比較 

スーパービジョンを受ける前にスーパーバイジーが自分で立てていた解決策や支援計画と⑧

で立てた支援計画とを比較させ、類似点や相違点などをともに考える。 

 

 

⑩フィードバッ

ク 

スーパービジョンを受けてどうだったかのフィードバックをスーパーバイジーに求め、スー

パーバイジーは自己評価を行なう。 

また、スーパーバイザーもコメントを述べ終了する。 
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４．スーパービジョンの３つの機能 

 

スーパービジョンは、「支持的機能」「教育的機能」「管理的機能」の３つの基本的な機能があ

ります。 

これらの機能は、それぞれが別々に存在するのではなく、相互に関連しあっています。 

スーパービジョンの目的に応じて、バイジーの状況に即して、いずれの機能が前面化されるか、

柔軟に対応されることもあります。 

 

演習１ 

    Q．あなたが最近直面した、困ってしまった場面を思い出して、出来るだけ具体的に 

メモを作成してください。 

 

 

 

 

【支持的機能】 

福祉・介護職の仕事は、様々な状況を抱えた人々と接して行う仕事ですので、援助者が自らの

立ち位置を明確に意識していても、利用者やその家族等と円滑な意思疎通が図れなかったり、職

場での人間関係に摩擦が生じたりと、過度の負担やストレスに晒されることがあります。 

支持的機能とは、スーパービジョン関係によって信頼関係を醸成した、バイザーがバイジーを

精神的に支え、ストレスなどの解消を働きかけ、バーンアウトを防ぐ機能です。この機能で最も

重要なことは、バイジーが自己を理解し、自己の成長を自ら担えるようにサポートすることです。 

 

演習２ 

    Q．あなたが考える「ねぎらい」の言葉を書き出してみましょう。 

      例：大変でしたね。 

 

 

 

【教育的機能】 

教育的機能は、スーパービジョンの中核をなす機能です。 

具体的なケース・案件に対して、バイジーが職場における規則や福祉・介護の専門的な理論を

根拠として、利用者やその家族等と接することができるよう、必要な知識や技術、態度・姿勢を

教育します。 

年齢に関係なく福祉・介護の職場で働く経験の浅い援助者は、とかく適応力や応用力がまだ乏

しく、個々の利用者やその家族等に対して適切な関わりがしづらいことがあります。そのような

場合には、経験値を高めることによって、解決できる課題がいくつかあると考えられます。そう

であるならば、スーパービジョンという場を生かして、シシュミレーションやロールプレイを行

うことが有効でしょう。 

バイザーから受けるスーパービジョンの教育的関わりにより、知識・理論や技術を再確認し、

実践の場での応用力が身につき、さまざまな利用者に対応できる力量が高まるのです。 
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【管理的機能】 

福祉・介護職場での仕事は、一人でできるものではなく、職場の上司や同僚と連携・協力して

はじめて利用者やその家族等に満足して頂ける援助となります。 

チームケアとかチームアプローチという理論に基づく援助を組織力によって高め、クオリティ

の高い支援を行うためには、組織環境の整備が不可欠です。 

スーパービジョンには、個々人だけではなく、グループを対象とした取り組みもあり、グルー

プ・スーパービジョンにおいては組織が一丸となって、その組織の方針やルールを精緻していく

ことに役立ちます。 

スーパービジョンおける管理的機能とは、バイジーが組織の中で活躍できるよう、また組織の

方針に沿って仕事に専念できるよう管理していくことです。 

 

演習３ 

    演習１＆２を用いて、ロールプレイをしてみましょう。 

 

 

 

５．スーパービジョンの実施方法 

 

スーパービジョンは「個人」「グループ」「ライブ」「ピア」「セルフ」の５つの形態がある。 

 

【個人スーパービジョン】 

個人スーパービジョンは、バイザーとバイジーが「一対一」でおこなうスーパービジョンです。 

この形態によるスーパービジョンは、個別面談と同じように秘密が保持され、じっくりと時間

をかけ、個人としてのバイジーにとって、内容の深く濃いスーパービジョンとなることが期待で

きます。そして、個人スーパービジョンにおける経過の観察と報告の義務を明確にして取り組め

ば、バイジーの抱えた問題に細やかなフォローが可能になります。 

しかしながら、個人対個人という関係から、ともすると公私の区別がつきにくくなり、契約の

範囲を超えた、個人の瑣末な問題までスーパービジョンによって解決しようとすることが起こり

ます。バイジーは、スーパービジョンの目的や自己の問題点をつねに意識し、「スーパービジョ

ン関係」を念頭におきながらスーパービジョンを受けなければなりません。 

 

【グループ・スーパービジョン】 

複数の個人、すなわちグループに対して行われるものを「グループ・スーパービジョン」とい

います。ここで活用されるのは、スーパービジョンとグループワークの手法の両方になります。 

実際の場面ではバイザーを中心に、カンファレンスや事例検討、研修会といった形で取り組ま

れています。この場合、グループ・スーパービジョンに参加するバイジーが組織への帰属意識や

団結力を高め、メンバーが相互に意見交換することで、グループ・ダイナミクスが高まり、学習

効果が高められます。 

一方で、ともするとグループという集団の中に埋没してしまい、バイジーの個人的な意見や問

題が見過ごされてしまう可能性も否定できません。つまり、バイジー個々人が意識的積極的にグ

ループに参加し、自己を開示し、意思を発信するよう心がけることが求められるでしょう。 
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【ライブ・スーパービジョン】 

バイザーが、バイジーの行う面接など実際の仕事に立会い、その様子を録音・録画など記録し、

今、ここで起こっていることを通じてスーパービジョンをおこなうことを「ライブ・スーパービ

ジョン」といいます。 

現実に援助が行われている場面における、バイザーからバイジーへのアドバイスであるととも

に、利用者及びその家族等への支援となるため、バイザーには両者を傷つけない、高度な専門性

が要求されます。 

 

【ピア・スーパービジョン】 

援助者同士でおこなうスーパービジョンを「ピア・スーパービジョン」といいます。 

グループでスーパーバイザーを交えずに自主的に行う勉強会などが多く見られ、フランクな雰

囲気の中でのグループ討議が進められるという利点がある反面、メンバーがスーパービジョンに

対する正しい知識を持っていないと、単なるグループ学習やダベリングに終わってしまうことも

あり、留意が必要です。 

 

【セルフ・スーパービジョン】 

バイジーが自分自身に語りかける方法であり、頑張ってきた自分へのねぎらい－自分への手紙

を書く、自分への励ましの言葉をかける－という方法があります。 

福祉・介護の職場では、施設形態のホーム化に伴い、一人で仕事をこなすという場合も稀では

なく、自分を自分でコントロールする力量を身につけておく必要が高まっています。 

 

演習４ 

    演習１で書き出した困難な場面にいる自分に対して、「ねぎらいの手紙」を書いて 

みましょう。 

また、それを読み上げて、目の前にいるそのときの自分に読み聞かせてあげましょう。 
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６．スーパーバイザーになるためのポイント 

 

ニューヨーク州立大学におけるスーパービジョン・マニュアルをベースに、スーパーバイザー

が担うべきことを整理すると、以下のようになります。 

 

１ スーパーバイジーが、自身の能力や思考がどのレベルにあるかを理解させる。 

 

２ スーパーバイジーの不安やストレスを和らげる。 

 

３ スーパーバイジーの長所や短所に関する客観的な指摘を行う。 

 

４ スーパーバイジーが対人援助の職務をより現実的に捉えることができ、悲観的にならないで

いられるように促す。 

 

５ スーパーバイジーが意欲的に学習を進めたいと思えるようにサポートする。 

 

６ ５を行うため、次の 3点を意識する。 

 A）学習がどこまで進んだのか。 

 B）専門家としての到達点から見て、どのレベルにまで到達したのか。 

 C）この後、さらに学ばなければならないのはどのような点か。 

 

７ 明確な目標を持った学習を継続できるようにしていく。 

 

８ 問題に対して、的確に表現でき、解決のための対応ができるようにする。 

 

９ バイザーからの、建設的な変化のために必要な批判・厳しい指摘も、バイジーが受け入れら

れるような関係を維持する。 

 

10 バイジーが自信喪失しないようにフォローする。 

 

11 スーパーヴァイズでは、その人自身を評価しない。 

 

12 長所／短所を把握し、たびたび起こる可能性のあるパターンを見立てる。 

 

13 仕事ができた／できなかったということを単に評価するのではなく、バイザーは「なぜ、あ

の行動がより好ましく、その他の行動はそうでないか」を一緒に考えていく。 

 

14 バイジーが「変わりたい」と思えるように、修正可能な側面にスポットを当て、今後の実務

に役立てていく。 
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コラムコラムコラムコラム    スーパービジョンスーパービジョンスーパービジョンスーパービジョンととととコンサルテーションコンサルテーションコンサルテーションコンサルテーションのののの違違違違いいいい    

 

 

コンサルテーションを提供するコンサルティは組織的な業務上の責任をとらず、

教育機能が重視され、また受け手も遂行義務や責任が問われないとされている。 

コンサルテーションは、何よりも専門性の向上を求める。コンサルテーションと

は、専門的な領域の知識や技術についての助言が必要となったとき、医師や弁護士、

司法書士などの専門家から助言を受けるための契約を結んでおくことである。コン

サルテーションには、助言等の教育的機能のみがあり、管理的機能や支持的機能が

含まれない。 

 コンサルテーションは、スーパーバイジーとスーバーバイザーのようなタテの契

約によっているのではなく、ヨコの契約によって成り立っている。 

コンサルテーションは、特定分野の専門家が隣接もしくは異なる領域や人々に対

して行うところに特徴があり、専門的知識や情報、対応方法や判断材料の提供と助

言を行う活動のことである。つまり、コンサルテーションの特徴は、①領域の異な

る人々の間で行われる解決手法であること、②コンサルタントとコンサルティの関

係は平等であり、上下の関係はなく管理的機能をもたないこと、③助言内容の採否

判断はコンサルティにあり、コンサルタントに責任は課されないことなどをあげる

ことができる。 
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