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研究成果の概要（和文）：本研究は、地域包括支援センター社会福祉士による，独居認知症高齢者の早期発見と
早期対応の過程を明らかにし，これらの過程のあり方の研究に示唆を得ることが目的である．社会福祉士９名に
インタビュー調査を実施し，修正版グラウンデッド・セオリ−・アプローチによる分析を実施した．独居認知症
高齢者の早期発見過程には，発見の基盤づくりを行いつつアウトリーチ視点による関わりがあり，ともに直接的
介入と状況の共有に至る．その後の対応は，直接的介入と状況の共有を基点に他職種や住民に関わりの依頼を行
い，緊急性の察知と介入を実施し社会資源へのつながりと本人に焦点化した支援方針を立てるという要因を確認
することができた．

研究成果の概要（英文）：To ascertain the process by which social workers initially identify and
promptly respond to elderly people with dementia who live alone in order to gain insight for
research into appropriate forms of initial support for those individuals. Social workers were
interviewed and their responses were analyzed using a grounded theory approach. The process of early
identification of elderly people with dementia who live alone begins with Laying the Groundwork for
Identification of Dementia and Interacting with the Client through Outreach, leading to Direct
Intervention and Informing Relevant Parties of the Client s Situation. The social worker
subsequently Asks for Action by relevant professionals and members of the community. The social
worker then Determines the Urgency of the Client s Situation and Conducts Interventions, and the
social worker also Formulates an Approach to Support that is Linked to Social Resources and that is
Focused on the Client.
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念を 10 のサブカテゴリーにまとめ，さらに６

は《直接的介入による状況把握と協力依頼》
に移る．この段階までが早期発見である．

つのカテゴリーにまとめた．まず１つめのカ

次の早期対応では，包括センター社会福祉

テゴリーでは，全部で６つの概念を生成した．

士は《直接的介入による状況把握と協力依頼》

【気になる高齢者の情報の収集・共有により

を継続しながら，一方でいくつかの 関わり

早期発見につなげる】
【連携の場における言い

と相互に影響を受ける関係をもつ．まず，包

やすい環境づくり】
【情報提供者の固定化・新

括センター社会福祉士以外の

規ルートの確保】
【高齢者本人が自覚していな

す<介入代行の依頼と関わりの拡大>である．

い困り事の察知・把握】の４つの概念を〔情

また， <早期に社会資源につなげ本人に焦点

報の収集経路の確保と表面化していない情報

化した支援方針を立てる>行動も展開する．一

の察知〕というサブカテゴリー，
【認知症理解

方，<緊急性の察知と事態悪化による介入>も

促進による互助的な地域づくり】
【業務を実際

支援の重要な視点である．この３つのカテゴ
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