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【要約】本研究は，教職員メンタルヘルス支援におけるスクールソーシャルワーカーの役割につい
て明らかにすることを目的とする．検討の結果，教師の支援体制構築と教師の自立への過程にお
いては，
「支持者」，
「情報提供者」
「計画者」
「仲介者（開拓者）」
「組織者」
「遂行者」，そして「核と
なる支援者」の役割を担い，ミクロレベルからマクロレベル，そしてマクロレベルからメゾレベル
またはミクロベルへの支援のプロセスをクライエントの状態に合わせて行なう存在であることが
示唆された．
【キーワード】スクールソーシャルワーク，教職員メンタルヘルス，エコマップ

保持等について」を勧告し，各地域の教育委
1．問題と目的

員会において教職員のメンタルヘルス保持へ
の取組を急務とした．実際にほとんど全ての

近年，教職員の病気休職者数は，平成 21 年
度では 8,627 人と平成 12 年度と比べ約 1.7

教育委員会が相談対応等何らかの教職員メン
タルヘルス支援を行っている．

倍に増えており，その内，平成 21 年度の精神

中島は，教師が一般の人たち以上に職場内

疾患による休職者数は 5,458 人と平成 12 年

ストレスを感じており，中でも生徒指導が最

度の 2,262 人に比べ約 2 倍以上の増加がみら

も高いストレスであり，次に同僚・管理職と

1)

れている ．つまり病気休職者全体に占める

の関係のストレスを示した3)．休業した教師

精神疾患による休職者の割合が著しく増加し

の調査でも同様の順番で休業の要因を示して

ているのである．福田は，総合的な学習の導

いるという．そして休業率は必ずしも病気の

入，学校 5 日制，学校選択の自由化，地域の

重症度には関係せず，職場における人間関係

参画，情報公開等の開かれた学校づくり，少

の悪化を反映しているという．これについて

年事件の深刻化や児童生徒の犯罪被害といっ

は，生徒指導のみの困難性よりも，生徒指導

た安全管理面での課題，発達障害や被虐待児

及び保護者対応及び同僚・管理職との関係の

への理解や対応などから，教師が多忙さと容

複合的な困難性のほうが約 1.5 倍程度の休業

量を超えた努力をもたされると言及してい

率になると報告している3)．また伊藤は，子

る2)．つまり教師の役割の拡大と精神的疲弊

どもの反社会的行動や身体の弱さ，及び関係

との関係性は大きいと言えるだろう．文部科

性の欠如が教師のやる気の低下や消耗感と関

学省は，初等中等教育企画課長通知「平成 19

連すると示唆した4)．これには，職場内のサ

年度

教育職員に係る懲戒処分等の状況，服

ポートや自己の生活時間を持てるかどうかと

務規律の確保及び教職員のメンタルヘルスの

いう職務状況との関連性もあるという．さら
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に教師そのものの内向的な性格傾向もやる気
の低下と消耗感に関連するという．つまり，

方向性を提示すると判断できる．
このとき，SSWr として教職員のメンタル

教職員メンタルヘルス支援には，生徒や同

ヘルスを支援するという観点がまだまだ出発

僚・管理職との関係性への支援，並びに性格

段階であるということから，まず SSWr がど

傾向ということから教師の認知的な部分への

のような役割を持ち，ソーシャルワークを

支援も行っていく必要性があると仮定できる

行っているかを捉えることは，SSW におけ

だろう．

る教職員メンタルヘルス支援の観点を理解す

メンタルヘルスケアとして，労働安全衛生

る一助になると考える．大西は，SSWr が，

法第 1 条の「職場における労働者の安全と健

ミクロレベルからマクロレベルまでの包括的

康を確保するとともに，快適な職場環境の形

な連携ネットワーク構築を担う存在であるこ

成を促進すること」という目的を受け，厚生

とを指摘し，具体的な役割として「仲介者」

労働省は「労働者の心の健康の保持増進のた

「力を添える者」
「代弁者」
「組織者」
「促進者」

めの指針」を示し，自分自身でメンタルヘル

を提示している9,10)．これまでにもソーシャ

スをケアしていくという “セルフケア”，管理

ルワークの役割については提示されてきてい

職による労働者へのケアを行っていく “ライ

るが11)，SSW においても独自にソーシャル

ンによるケア”，事業場内外の専門職等によ

ワークの役割を基本として検討されてきてい

るケアである“事業場内産業保健スタッフ等

る12-16)．これらを参考に作成したメンタル

によるケア” “事業場外資源によるケア” の 4

ヘルス支援におけるミクロレベルからマクロ

つのケアを提唱している5)．しかし，福田は，

レベルまでの SSWr の役割を資料 1 として

本来学校で扱わない問題も学校に持ち込まれ

巻末に掲載する17)．

たら扱わざるを得ないこと，また教師の評価

これまでの SSWr の役割については，個別

の基準が不明瞭なことに関係し，教師が批判

的援助のミクロレベルの視点から地域の社会

される立場に立つ傾向が強いこと等を挙げ，

資源を巻き込んだ支援を行っていくというマ

学校は職場のメンタルヘルスを維持するのに

クロレベルの視点までの過程で示されること

阻害的な環境をもともと持つというようなこ

が多い．しかし，実際にはミクロからマクロ

2)

とから ，教職員メンタルヘルス対策の難し

レベル，そしてクライエントの自立が促され

さを指摘している．

ることで再度ミクロレベルの過程を経て，

ところで，上記のように教職員のメンタル

ソーシャルワークの終局または支援が緩やか

ヘルスの重要性が示されているにも拘わら

な状態で維持・安定するという流れになるは

ず，ス ク ー ル ソ ー シ ャ ル ワ ー カ ー（以 下，

ずである．それにもかかわらずこれまでの

SSWr）の実際的活動における教職員メンタ

SSW の役割分析において，そのような終局

ルヘルス支援については，概念そのものがな

過程までを捉えた知見が見当たらない．とく

6)

7)

いか ，あってもまだまだ少ない ．うつ病

にこの点に着目するのは，SSW がクライエ

等に対するメンタルヘルス援助に造詣の深い

ントの自立を一つの目的とすることから，

精神保健福祉士を SSWr として採用してい

ソーシャルワークによるソーシャルサポート

る地域もあること，さらに精神保健福祉士等

ネットワークを構築するという広がりを示す

により一般企業等の従業員メンタルヘルス支

一方で，自立に向けてクライエントが歩み出

援の活動が広がっていることからも8)，今後

すことによるそのネットワークの縮小も示す

のスクールソーシャルワーク（以下，SSW）

必 要 が ある と 考え る か ら で ある．つ まり，

において教職員メンタルヘルス支援を捉える

SSWr は，関係機関とのネットワークを構築

ことは重要な専門性を構築するための一つの

するだけでなく関係を終局させていくという
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クライエントにとって重要な過程を経るため

報の公開については，個人情報保護の観点及

の役割も担うのである．

び研究内容の性質から個人名，校名を含めた

そこで，本研究においては，筆者が関わっ

詳細を示さないことで合意した．また本論文

た中学校教諭におけるメンタルヘルス支援過

の主旨の変わらない程度に一部の情報を操作

程での SSWr の役割を評価し，明らかにする

している．

ことを目的とする．そのため対象者の事例検
討に焦点を当てるというよりは，SSWr の役

3．事例の経過と支援過程

割に焦点を当てることとする．
（1）第 1 期
2．方法

休職による治療の始まり

休職中の本人の生活については，主治医か
らしばらく心身を休ませるように本人に伝え

（1）対象

られたことから，SSWr との面接において，

20 年以上学校に勤務してきた中学校教諭

初期 3 カ月は心身を休める期間に当てること

（女性）で，中学 1 年生のクラス担任を受け持

を確認し合った．そのため月 2 回〜3 回程

つ．精神科に通院しており，校内の臨床心理

度，校内の相談室にて本人が休めているかど

士におけるカウンセリング（来談者中心療法

うかの確認及び心身をリラックスできるよう

的カウンセリング）も受けてきた．10 年以上

なカウンセリング的支援を心がけた．そして

うつ傾向とされ，時々体調を崩し休むことも

心身を休ませることを目標に生徒や教職員と

あった．なお安全衛生委員会においても健康

の関わりは最低限にした．

状態の確認等を行ってきた．

今後，復職計画にて精神科における職場復

（2）相談の経緯

帰プログラムに繋げることを考慮し，学校長

対象者本人が，学校訪問（定期に巡回を行

及び安全衛生委員会との相談の上，本人の復

なう配置形態）をしていた SSWr に，教師活

職支援において SSWr が主として関わるこ

動の多忙さからくる心身の不調について相談

とになった．なお主治医による治療（投薬及

してきたことがきっかけである．SSWr が，

び受容的な精神療法）も継続されていた．

本人の同意を得て安全衛生委員会，並びに主

また復職計画を話し合うことも行なった．

治医（精神科）に働きかけ，三者面談等を行

本人からは「今後の見通しができて少し安心

う中で，主治医の要望と本人の要望が重なり，

できる」という感想を得た．このとき本人の

19)

休職

夫との面談を行い今後の復職までの流れにつ

へと至った．

いて話し合う場も設け，家族の意向を確認す

（3）分析方法
本研究では，人間関係や社会（資源）関係
を視覚的に分かりやすく把握できるエコマッ

ることも行なった．
このときのエコマップの過程は，主治医，

プを用いる．エコマップの表記方法は，研究

スクールカウンセラーと本人との関わりに

者により異なっているため，スクールソー

SSWr が加わり，わずかながら家庭との繋が

10)

シャルワーク実習・演習テキスト

にある

りを学校側としてもった．これまでの各機関

エコマップ作成方法を参考に視覚的に表現す

による個別的援助となるミクロレベルの援助

20)

る形で役割評価を行なう

．

（4）倫理的配慮
倫理的配慮として，本研究の主旨を述べ，
本人から書面による同意，並びに所属する中
学校にも許可を得た．本人や学校に関する情

から SSWr の働きかけによる包括的な援助
となるメゾレベルの援助過程を辿った（図
1）．
（2）第 2 期

休職中の支援体制構築の過程

休職後，3 カ月程度経過した時点で，本人
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図1

ミクロレベルの援助からメゾレベルの援助への変遷

の治療意識の高さ，つまり復職への意思の強

を実施している精神科で，そのプログラムを

さから，うつ病治療への効果が検証されてい

受けることの合意が取れた．プログラム受講

21)

について話し合う機会が

の申請時に SSWr からこれまでの経過につ

あり，本人の同意を得て，その実施の検討を

いて情報提供書を送付した．結果として，プ

行った．本人，SSWr と主治医との三者面談

ログラムの受講が認められ，復職に向けての

により，認知行動療法を受けることの合意が

集団療法等を受けられる体制が整った．この

取れた．このことから，SSWr は安価に受け

ときのエコマップは，学校側との繋がりは

られる認知行動療法の機関をいくつか探し，

SSWr のみとなり，主治医，復職支援を行う

本人の同意を得て本人の情報提供書
（依頼文）

精神科（実際には，医師，看護師，心理士等

る認知行動療法

を送付するなど，心理的な支援が受けられる

の支援チーム）
，認知行動療法の機関となっ

よう働きかけた．結果として認知行動療法の

た．本人の地域的な援助体制を整えるという

機関に本人が通えることとなった．

マクロレベルの援助過程を辿った（図 2 左）
．

その半年後，さらに本人の心身の安定が見

一方で，安全衛生委員会，並びに学校側か

受けられたことから，今後の方向性について

ら本人の復職への意向の確認の要望があり，

再度，本人，SSWr と主治医との三者面談に

本人の同意を得て，まず SSWr が安全衛生委

より検討を行った．そこで，復職プログラム

員会，並びに学校長，教頭等への話し合いの

図2

マクロレベルの援助（学校外の援助）からメゾレベルの援助（学校内の援助）重点への変遷

米川：スクールソーシャルワーカーの教職員メンタルヘルス支援の役割

11

場を持った．SSWr から本人の復職希望を伝

の方向へ向かった．本人からは，「SSWr に

えるとともにうつ病の理解及び校内支援体制

よる単体の支援だけでなく様々な機関による

の必要性を伝え，学校側，安全衛生委員会側

支援体制を整えてくれたことが最も意味が

のできる範囲内での協力体制作りの合意が得

あった」という感想を得た．

られた．そして復職プログラム受講後に本人

このときのエコマップは，各機関の支援

も含めた話し合いの場を持つこととなった．

ネットワークが少なくなった一方で学校内の

その話し合いでは，無理のないように休職し

支援体制が整い，学校側，とくに学校内援助

ながらも，職場に出勤するというリハビリを

であるメゾレベルの援助過程を辿った（図

行なうことの合意が取れた．このときのエコ

3）．なお本人の回復が順調なため SSWr と

マップは，SSWr が仲介役となり，本人を中

本人の家族との関わりはなくなった．さらに

心に校内での支援ネットワークが築かれた．

支援 3 年目においては，図 3 の体制を維持し

包括的な外部機関によるマクロレベルの援助

ながらもより本人の自立が進み，わずかな

から学校側のメゾレベルの援助に繋ぐ過程を

SSWr によるミクロレベルでの援助，及び学

辿った（図 2 右）
．結果として，学校外の援助

校の教職員等によるメゾレベルでの援助を主

を主とした支援体制から学校内の援助を主と

とした体制で落ち着いている．

した支援体制となった．
（3）第 3 期

復職から自立への過程

4．考察

心身の安定及び週 5 日間の出勤（リハビリ
としての出勤等）
ができていることを確認し，

（1）第 1 期について

主治医，認知行動療法の機関の心理士と本人

SSWr は，本人の心身の体調を整えるとい

との確認の上，復職（休職から 2 年後）する

う心理的な点だけではなく身体的な点につい

ことになった．学校では，担当科責任者によ

ても「支持者（カウンセラー）
」として関わっ

る側面的授業支援が行なわれ，授業の教授方

た．このことが本人に対する心身の状態の安

法や子ども達との関わり方の感覚がスムーズ

定を促したと推測する．さらに今後の復職を

に戻るように復職への配慮がなされた．

捉えた計画的な話し合いを本人，家族，学校

この半年後，さらに本人の心身の安定，生

関係者とも行なった．このことは，もちろん

活の安定が認められたことから，認知行動療

本人の考えの尊重や本人の状態に合わせて再

法の機関との関わりは 1 年をかけて減少し，

プランニングしていくことが前提であるが

結果として支援終了となった．また SSWr

「計画者」として関わったと言えよう．これ

による支援も月 1 回程度となり，さらに自立

は，本人が “安心できた”

という感想にもあ

るように休職時の復職に対する焦りを軽減す
るものになったと考える．
（2）第 2 期について
休職後 3 カ月経過した時点で，本人の治療
と復職の意識の強さから，SSWr からうつ病
緩和の方法として認知行動療法機関や復職プ
ログラム機関の情報を提供し，そこに進んだ
ことから，
「情報提供者」として関わったと言
えよう．また SSWr の各機関への情報提供
及び学校外部の機関と学校側の機関との関係
図3

学校内でのメゾレベルの援助の体制

をつなぐことを通じ，チーム支援の基礎を築
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いたことから，
「仲介者（開拓者）
」
，
「組織者」

タルヘルス支援では，休職期間が定められて

として関わったと言えよう．このとき，本人

いることもあり，より計画的に支援を行って

の同意を得て，各機関との話し合いを行なっ

い く こ と か ら “計 画 者” そ し て，計 画 が ス

たことから，
「代弁者（交渉者）
」として関わっ

ムーズに運ぶように “遂行者”，さらに自立に

たと言えよう．

向け支援体制を少なくしていく “解体者” の

（3）第 3 期について

役割が SSWr の役割として新たに加わった．

単に各機関の判断で本人との関係性を終わ

この役割については，メンタルヘルス支援の

らせるのではなく，
支援終了への検討を本人，

役割としてだけでなく，従来の SSWr の役割

並びに SSWr と各機関で行ない，各機関での

と し て も あ り 得 る も の で あ る が，今 後 の

終局を捉えながら，学校内の支援体制を築く

SSW に示唆を与えることになるだろう．

という次の段階への橋渡しも計画的に行なっ

教師におけるストレスとしては，中島が人

たことから，
「解体者」「計画遂行者」として

間関係に基づくものが中心にあるとする知見

関わったと言えよう．なお計画遂行というの

を示したが3)，そのようなストレスを含む関

は，単に SSWr 本位の遂行ではなく，本人と

係性は，単に教師が普通の日常会話を子ども

の話し合いで決定してきた内容をスムーズに

と取るときにだけ生じるものではなく，授業

運ばせる促進者的な役割と言える．本人の

内での関わりのときに生じることも考えられ

「様々な機関による支援体制が最も意味が

る．本事例での教師も復職時には，いきなり

あった」という言葉からも，SSWr のメンタ

担任を持つというのではなく，中学校という

ルヘルス支援の役割が大いに効果を示せた一

特性から教科担任から入ることとなった．こ

例と言えよう．

のこともソーシャルワーカーが学校文化を理

（4）全体を通したスクールソーシャルワー

解して教師の学校生活を支える一つの観点と

カーの役割

なろう．

上記の SSWr の役割についてまとめると，
教職員メンタルヘルス支援に求められる

以上より，SSWr は，教職員のメンタルヘ

SSWr の役割には，クライエントの心身の安

ルス支援において，単に健康状態の回復だけ

定を維持する “支持者（カウンセラー）”，休

ではなく，支援対象者が子どもたちに対して

職中から復職後まで本人の考えや状態に合わ

重要な役割を担う教育者であるということを

せて支援計画，生活計画を立てていく “計画

理解し，教育者としての復権を目指し，授業

者（計画の評価のときには評価者）
”，また必

支援等の教科支援体制を築くことはなくては

要な情報を提供していく “情報提供者”，支援

ならない観点と考える．本事例での学校内外

計画に基づき新たな関係機関にクライエント

の資源を理解した SSWr の支援役割は，関接

を繋げていく“開拓者”，これに各機関同士の

的な働きかけをともないながらも，一貫して

関係性も繋げていくことを含めた “仲介者”，

クライエントに寄り添う「核となる支援者」

各機関で連携しながらチームとしてクライエ

であったと推測する．この点については，ク

ントを支えていけるように関わる “組織者”，

ライエントの「SSWr による単体の支援だけ

クランエントの自立に合わせて支援機関との

でなく様々な機関による支援体制を整えてく

関わりを終局させていく “解体者”，そして計

れたことが最も意味があった」という発言か

画をスムーズに進ませていく “遂行者” とい

らも推測される．つまり個人とその環境に働

う様々な役割が認められた．

きかけるソーシャルワークという援助方法が
9,10)

等が提

大いに役立った一事例とも言える．前述した

示する役割と同様なものがありつつも，メン

が，教職員の精神的な健康が子どもたちの学

これらの SSWr の役割は，大西
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されていることから
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資料 1

メンタルヘルス支援におけるミクロレベルからマクロレベルの
スクールソーシャルワーカーの役割

援助のレベル

役割

概要

評価者

ミクロレベル

メゾレベル

マクロレベル

計画者
支持者（カウンセラー①）
教育者・助言者（カウンセラー②）
代弁者
情報提供者
開拓者
仲介者
組織者
※上記には調整者としての役割があ
る
学校外における上記の各役割

クライエントのアセスメントやモニタリング、支援
終局の評価
支援計画のプランニング
考えや行動に対する受容的支援
必要な助言や行動的支援への助言
※研修や集団援助の場合教育者（ファシリテーター）
クライエントの気持ちや考えを第三者に伝える
クライエントに必要な社会資源の情報提供
学校側（学校内）における新たな資源の開拓
学校側（学校内）における資源のネットワーク形成
学校側（学校内）における組織的な体制を整える

学校外の資源を加えた各役割の実施

※全米ソーシャルワーカー協会（1997）
、大西（2010a, 2010c）を参考に作成

資料 2

エコマップの記号と意味
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