
事例検討ＢＰＳ用紙記載 留意点

• 「ＢＰS-S アセスメント・支援計画 作成の流れ」を踏まえて事例情報を記載

• 記載について ２週間前までに担当を通じてＳＶへ提出

※時間にもよりますが、これまでにも他機関等を通じて検討してきた事例や困難事例につ
いてはとりわけ詳細に記載

（但し、体調・勤務の限界を超えて記載する必要はありません。最悪、検討の質は落ちますが当日ケース資料を
配布しそれ踏まえてＢＰＳＳシートに落としていくこともできます。プロジェクター投射の工夫は必要かもしれ
ません）

• 各資料の情報の記載では読み手が分かりづらい点、勘違いしそうな点があれば適宜、説
明や注釈を入れる

• 記載方法が分からな場合、見本を確認するか、ＳＶに個別で確認

• 資料提出後ＳＶから電話・メール等を通じて連絡が入りますので可能な範囲で資料作成
に協力

• 事例検討時はルールを踏まえて実施



1. ケース選択（資料１）：担当者の方々が検討したいケースを一つ選択してください。そのケースの受理年月日、課

題、選択理由や検討したい点、自分の意向、子どもや関係機関等の意向を記載

2. S-Sエコマップ作成（資料２）：ケースのエコマップを作成してください。但し、旧来の関係性の記載方法ではな

く、支援・行動の流れを“⇒”で図示してください（資料２見本参照）。

3. 円環性を捉える：上記のエコマップで支援の滞りがある所、とりわけ、円環的にいつも同じ流れで支援がうまく

いっていない所を捉えてください。※支援がうまくいっているとよい循環過程が得られることもあります。

4. BPS-Sシートにて課題・問題に関わる相互作用推定（資料３）：具体的な現在に関わる主要な子ども、家庭、学

校、関係機関の状況を記載していきます。適宜枠は広げたり複数で記載してください。※時間の余裕によって最低

限の内容で構いませんが、これまで検討を続けていたり、他機関がＳＶに参加する場合はできるだけ捉えるべき連

関性は詳細に記載する必要があります。但し、資料３は簡易に記載し、詳細はケース記録閲覧でも構いません。

⇒5年以上支援の場合、概ね全体像を捉えながらも担当者が現在に着目し情報を取捨選択して下さい。

5. 連関性を捉える：①上記のＢＰＳ-Ｓシートの情報を自分なりに個人（ミクロ）のＢＰＳとミクロ～メゾ（家庭・

学校）の連関性（影響関係）を捉えます。②子どもや家庭等のＢＰＳに対して支援（環境側Ｓからの支援関係）が

入っているか捉えます。※①の影響関係、②支援関係の２つの資料が必要ですが自分なりに連関性を理解してい

れば大丈夫です。余裕があれば連関性・支援関係の⇒を引いた資料と引いていない資料を準備してください。

6. 支援計画作成（資料４）：支援計画右側には、エコマップで捉えた円環状態を打破する今後の支援について記載し

ます。それまでうまくいかなくなったことも踏まえて展望していきます。うまくいっている事例では、現状維持か

他の関りかを検討していきます。左側は余裕があれば記載してください。

とはいえ、記載方法はおおよそ工夫自由です。皆さんが記載したものが周囲の方々に一目でわかりやすくなっていればOKです。

ＢＰS-S アセスメント・支援計画 作成の流れ



エコマップを作成し、矢印については、日々の支援の流れを番号付け
をし（支援前は今後の予定でも構いません）、どこから関わりが始ま
りどのように終わっているのかがわかるようにしてください。
機関ごとに循環過程の→の色を変える、番号をつける等、関係性や流
れがわかるようにしてください。手書きで構いません。

資料２見本

15歳
中3

44歳
販売業

センター

SSWr

①来談確認

②来談確認

③来談なし

参考図示

学校
担任

①家庭訪問

会えない

×

42歳
パート

双方ともに定期的に連絡

他者が一見してわかりやすいエコ
マップであれば、どのように記載さ
れても構いませんが以下は説明しや
すいよう工夫してください。
１）うまくいっている所：好循環
２）うまくいっていない所：悪循環
３）支援途中でなんともいえない状況：トラ
イ中

円環的見方は
家族システム論の視点

きょうだいや家族を踏ま
えた複層的なエコマップ
を読み解くこととなる



B P S S
【個人】 【環境】

Bio- Psycho- Social- Society

医療的支援 精神-心理的支援
社会的支援

Social: Sociality-Societyを専門とするならば、自分の専門分野のS-Sは最も理解している必要がある。

■ソーシャルワーカー：福祉的なS-S（問題含）を扱うのが福祉の専門家であるソーシャルワーカー
■教 師：教育的なS-S（問題含）を扱うのが教育の専門家である教師
※但し、それぞれの専門家は他のBPSの専門性を最低限理解・尊重しなくては連携できない

身体的健康 精神的健康 社会的健康

Well-Being 向上へ

社会的健康の増進を通じて、
BとPを高めていくだけではな
くBやPからS-Sを高める相互
作用の視点へ

Well-Being UP

（資料３参考①）



B P S S
【個人】 【環境】

問
題

身体的健康
生理・体調・体力
病気・障害（遺伝）
低体重・低身長等

知的障害
自閉症スペクトラム

ADHD
LD

運動協調障害

起立性調節障害

遺伝的捉えの場合

統合失調スペクトラム
うつ病

精神的健康
精神症状（気分・感情）
価値（信念・宗教）・主義
心理的態度（思考）等

二次的捉えの場合

不安 被害妄想
抑うつ症状（落ち込み）

希死念慮

社会性的健康
社会性（常識）・行動

人間関係形成
意思疎通（外国語含）
学習行動（成績）

社会環境的健康
家族

学校
（教師・子ども）

地域機関

制度
（社会福祉・社会保障）
※教員視点だと教育制度

⇒チーム学校等
※医療者視点だと医療制度

⇒チーム医療等

相互作用の接点

不登校*
いじめ
非行
自傷
依存

学力低下
低生活水準
虐待

*子どもの問題ではなく

社会的問題として仮定

思考が先か行動が先か

理解力
反社会的思考⇔反社会的行動

性自認 ⇔ 性表現

生物学上の捉え 精神論上の捉え精神論上の捉え 行動上の捉え 社会資源

目に見えない思考遺伝・発達・体調 目に見える行動

（資料３参考②）



ＢＰＳ-S
アセスメント表 バイオ

身体（生理・体調・病気・障害・食
事：生物的事項）

サイコ
精神（症状・心理的態度・価値・宗教・性

理解力：目に見えない事項）

ソーシャル
社会性（常識的振る舞い・行動力

：目に見える事項）

ミクロ
対象者

学校がないときは朝空腹 ・自分のことを周囲が馬鹿にしている
という信念にとらわれすぎていること
があり、事実と事実でないときがある。

・休みの日はＡ君の家へゲームを
しに行くこともある
・自分の短所を理解し行動できる。
・学習遅れへの不安が少しある。

メゾ
家族 母

父
姉

母：体調悪く寝込むときが多く、
そのときは食事なし

母：精神障害者保健福祉手帳２級
・子どもの不登校の状態が自分自身を
責められているという心理的圧迫を感
じている。近頃、通院はしていないよ
う。

母：外では気丈にふるまう。児童
手当等の手続きは母担当

父： 父：

メゾ
学校 担任

養護
校長

担任：担任自身が最近体調悪く
負担のない労働時間へ

養護：朝、食事提供

担任：不登校数が４名出ていることか
ら自分の能力のなさと悩んでいる。

担任：週１回家庭訪問
Ａ君：Ａ君は本当は遊ぶのを嫌
がっていると母から担任へ

エクソ
関係機関

地域関係者

精神科： 母月２回

マクロ
地域・制度

児童手当（児童手当課） 精神通院医療（障害福祉課）
保健師（保健センター）※以前、母と
の関係性あり

エコマップをＢＰＳから捉
えたものとなる
学校支援を考えた場合、担
任や学校関係者への“⇒”が
あるかを捉えてもよい

資料３見本



【これまでの介入で選んだ循環過程とその番号】
①②

【今後の介入で選ぶ循環過程とその番号】
担任①、SSWr①③、保健師①

【そこを選んで介入した理由】 【そこを選んで介入する理由】

【行った支援】 【行なう予定の支援】（行わないとどうなるか）

【介入した結果，現状】 【うまくいかない場合の対策とその対策の理由】

不安事項：

問題の小分け的な見方は、問
題解決アプローチ的視点

（スモールステップ的ならば
行動主義的アプローチ）

この支援計画自体が、
ケアマネジメント手法の基本
番号を新しく追加してもよい

介入選択は１つでもい
くつか重ねても構いま
せん。

どれを選んだらいいかが難しけれ
ば、これ自体を検討してもよい

自分、所属部署、他機関との事柄
での不安事項があれば記載し、リ
スクマネジメントできるよう検討
材料としてもよい

資料４参考①



【これまでの介入で選んだ循環過程とその番号】
SSWr①

【今後の介入で選ぶ循環過程とその番号】
担任①、SSWr①③、保健師①

【そこを選んで介入した理由】 【そこを選んで介入する理由】（行わないとどうなるかを踏まえ）

担任①学習支援に加え、卒後進路を検討するため
SSWr①来談確認から訪問確認への切替、心理を専門

とする教育相談員（関係性あった）との訪問にて、
本人と会える場を設定するため

SSWr③生活習慣や自己否定感の改善のため
保健師①母の病院受診を継続させるため

【行った支援】 【行なう予定の支援】
担任①本人のペースを踏まえ新たな進路を決めていく
SSWr①母との調整の上、本人が起きている午後に訪問
SSWr③-1アルバイト等お仕事のイメージづくり、外へ

出る習慣と社会性を持つために適応指導教室へ散
歩することも踏まえる。

SSWr③-2 自己否定感が強ければ長所を伝え軽減
得意な遊びも含めて対人関係の構築

SSWr③-3 母の健康状態確認 保健師との情報共有
保健師① 母の健康状態の確認と医療受診、保護課との

連携

【介入した結果，現状】 【うまくいかない場合の対策とその対策の理由】

介入（ニーズ）の根拠は、確信が
あるか？誰の判断か？誰が言った
ことか？
例えば、担任が言っていたことを
根拠にし介入した場合でも担任の
推測、担任が確認した事実、担任
が他者から聞いたこと、どれを自
分の根拠にしたかにより自分が介
入した理由の精度が異なる。
情報の信頼性とアプローチの信頼
性の視点

行なった支援、行なう予定の支援にて、例えば、
チーム（教育委員会）で決めたから担任に情報集
してほしいことが出た場合でさえも、どのように

まず自分の被支援者は誰か？の認識
が必要
SSW? 児童ソーシャルワーク？

資料４参考②



SSWr受理年等

※関係機関が先に受理してい
ればその年月も記載

ケース受理 年 月

再受理 年 月

ケースの課題・問題発生年 年 月

再受理 課題・問題発生年 年 月

本ケースの課題・問題
（再受理の場合は前回
も記載）
※誰にとっての課題か？の視
点を忘れずに

課題

本日「検討したいこ
と」と「自分の意向」
具体的に。
※意向は間違っているかどう
かに関わらず大切な視点です 例）「今後の支援内容の検討、それが正しいかわからないから」 ⇒ 「今後の～や～を支援していくこと

でよいかの検討、支援の理由は～と考えるから」

資料１①



意向 本児

※想定の場合はその
旨を記載

（理由）

【目標／役割】※決まっている場合（以下、同様）

意向 家庭

※両親等で異なる場
合、
全て記載

（理由）

【目標／役割】

意向 学校

※担任・管理職・養
護教諭等で異なる場
合、全て記載

（理由）

【目標／役割】

意向 関係機関
・

・

・

（理由）

（理由）

（理由）

【目標／役割】

【目標／役割】

【目標／役割】

資料１②



支援過程エコマップ ①循環過程がわかるよう番号付をする。

②機関ごとに循環過程の→の色を変える等流れが分かるよう工夫する

資料2



ＢＰＳS
アセスメント表 バイオ

身体（生理・体調・病気・障害・
食事：生物的事項）

サイコ
精神（症状・心理的態度・価値・宗教・性

理解力：目に見えない事項）

ソーシャル
社会性（常識的振る舞い・行動力

：目に見える事項）

ミクロ
対象者

メゾ
家族

資料3①-1



メゾ
学校

エクソ
関係機関

地域関係者

マクロ
地域・制度

資料3①-2



ＢＰＳS
アセスメント表 バイオ

身体（生理・体調・病気・障害）

サイコ
精神（症状・心理的態度・価値・宗教・性）

ソーシャル
社会性（理解力）・常識性・行動力

ミクロ
対象者

メゾ
家族

メゾ
学校

資料3②-1



エクソ
関係機関

地域関係者

マクロ
地域・制度

資料3②-2



【これまでの介入で選んだ循環過程とその番号】 【今後の介入で選ぶ循環過程とその番号】（支援目的）

【そこを選んで介入した理由】 【そこを選んで介入する理由】

【行った支援】 【行なう予定の支援】（行わないとどうなるか）

【介入した結果，現状】 【うまくいかない場合の対策とその対策の理由】

不安事項：

支援計画：右側は記載なくとも想定している内容で、「うまくいかない場合の支援」は多数のときも



ケース会議を有意義にするルール①
1. ケース報告者（担当者）がやってよかったと少しでも思える全員での場づ

くりが目標（大目的はケース状況の改善）

• 称賛・共感・提案以外は、「こんなことも知らないのか」等、マウンティングになりや
すいので留意
（倫理に反している場合は上長との確認の上進める）

・目の前の同僚をエンパワメントできず、どうやって遠くの子ども、家庭、学校を
エンパワメントするのか？ユニークネスの活用も大切

（なんらかの展望を持てるようお土産を包む；皆で悩むだけでも温かいお土産）

2. ケース報告者が
・できている所 ⇒称賛「さすがですね」「これ大事ですよね」
・できていない所⇒共感「ここは難しいよね」「私もいつも困ってるわ～」

⇒提案「こんな工夫にうちではしてますよ」

3. ケース報告者
・への提案⇒担当者ができることを提案；できないことは検討提案
・からの逆提案（協力依頼等）⇒可能な範囲で協力する居酒屋方式「ハイ喜んで！」

「AまではできないけどBならできます」



ケース会議を有意義にするルール②
４．構造的ルールのもとでの実施にて有効的な時間の活用

• そもそもSWr同士が相互に配慮するルールを前提としている点があってもケースにのめ
り込むあまり忘れがちになるので留意
⇒ケースよりも目の前のケース担当者を大切に

・会議の流れや方向、必要な情報確認、進行役割等、構造化されいないと参加者が路頭に
迷うことがある。クライエントの意向（自己決定意識）を踏まえない会議となってしまう。
ケース担当者が求めている焦点がずれ過ぎる。ずれて新たな視点を見つける視点も大切で
あるが落としどころがないと空中分解してしまう。

５. 進行役はケース報告者を孤立させないように配慮を重点、一方で参加者が

孤立した場合はその配慮も。

• ケース報告者のために多くの方々の時間を割いているという謙虚さが最終的には重要な
思いやりの場となる。
⇒多職種であれば相互にケース担当者となるため相互の謙虚さが必要となる。

６. ケース報告者はどんなに厳しい指摘もポジティブに返すことで、その場を

エンパワメントな場にする。ケース報告最後も感謝の意を伝える。



ケース会議を有意義にするルール③

• ケースを担当する報告者がもっとも最善の方向性を決定する。
⇒まだ出ていない情報や担当者の思い等のある場合があり、最後には今回の検討でどの

ような点を活かすか、検討するか、自分の考えに加えるか等を伝えられるとベスト

７. 様々に出た情報や提案を踏まえて最終的にはケース報告者の責任で方向性

を決定していく。


