
 

 

１．科目名（単位数） 高齢者福祉特殊講義 （4 単位） 

３．科目番号 

 

SSMP7206 

 ２．授業担当教員 金 貞任 

４．授業形態 発表 ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
履修条件は特になし 

７．講義概要 

日本では、2025 年に団塊世代全員が 75 歳以上となり、医療と介護の需要の急増と、2030 年にから多死

時代を迎えることが予想されている。そのような状況の中で、医療と介護が必要になっても高齢者が望む
場所で自分らしい暮らしができるよう、医療・介護・介護予防・生活支援などが包括的に確保される「地
域包括ケアシステム」の構築に向けた取り組みが進められている。高齢者に関するアプローチは、社会福

祉の観点からニーズの発見と解決要因を把握する場合、社会階層とジェンダーなどによって異なっている
点に注目し、学際的なアプローチの視点が必要である。 

そこで本講義では、社会福祉の学際的アプローチの観点から、高齢者の医療・介護・介護予防・生活支

援などに着目し、分析と議論、問題解決について検討する。その際には、国際比較分析の観点から、メリ
ットとデメリットを発見し、高齢者福祉の将来像を描くことができるように努める。 

８．学習目標 

１． 社会福祉の観点から、高齢者の医療・介護・介護予防・生活支援等が包括的に確保される地域包括ケ

アシステムの観点から検討する意義とは何かを明らかにする。 

２． 介護保険制度、特に地域包括支援センターと地域密着型サービスの問題点と有効性について検討する。 

３．高齢者を取り巻く環境について、社会的ネットワーク・サポートの問題点と有効性について検討する。 

４．高齢者の生活について、北欧、東アジア諸国と比較分析する意義を吟味する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

シラバス「14 学習の展開及び内容」の各テーマを参照。 

10．教科書・参考書 

・教材 

【教科書】 

日本老年社会科学会『老年社会科学誌』2011～2016 年。 

Kunio Ishihara and Rokuro Tabuchi. 2012. Changing Families in Northeast Asia-Comparative analysis  

  of China, Korea, and Japan. Sophia University Press. 

Sugar JA, Riekse RJ, et al. 2014. Introduction to AGING-A positive, Interdisciplinary Approach.  

  Springer Publishing Company. 

金貞任『高齢社会と家族介護の変容：日韓比較研究』法政大学出版。2003 

新川敏光編『福祉レジーム』ミネルヴァ書房、2015 

松田亮三・鎮目真人『社会保障の公私ミックス再論』2016 

森川美絵『介護はいかにして労働となったか』ミネルヴァ書房、2015 

【参考書】 

増田雅信・金貞任、『アジアの社会保障』法律文化社、2015 

稲葉照英ほか『日本の家族』東京大学出版会、2016 

日本家族社会学会 各年度『家族社会学雑誌』 

白波瀬佐和子『少子高齢社会のみえない格差』東京大学出版会、2005 

Robert B. Hudson. The New Politics of Old Age Policy. 2010. 

John R. Pratt. Long-Term Care: Managing Across the Continuum. Third edition. 2010. 

※ 講義を進行しながら、適宜必要な文献を紹介する。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

・レジュメ作成と発表 

・論文発表 

○評定の方法 

発表 60%、レポート 40%  

12．受講生への 

メッセージ 

１．高齢者福祉政策と高齢者を取り巻く環境について、受講生独自の思考枠組みを模索する。 

２．国際的視点を取り入れ、比較分析のメリットが活かせるように努める。 

３．高齢者に関連する理論に基づき実践の効果を検証する。 

13．オフィスアワー 別途連絡する 

14. 学習の展開及び内容【テーマ，学習の目標，学習の内容，キーワード，学習の課題，学習する上でのポイント等】 

1 ～ 5 . テーマ 少子高齢社会の社会階層と結婚、性別役割分業、 

【学習の目標】少子高齢社会の社会階層と結婚、性別役割分業についてレビューし、本研究のオリジナリティーと問題点を発見する。 

【学習の内容】 １．社会階層と性別役割分業の概念の妥当性について議論する。 

 ２．ジェンダーと社会階層の問題とは何かについて検討する。 

 ３．未婚化・晩婚化の関連要因と解決策を発見する。 

 ４．社会階層とジェンダーに関する研究の実態と課題を学習する。 

【キーワード】少子高齢社会、社会階層、ジェンダー、性別役割分業 

【学習の課題】学習の内容の１～４について、オリジナリティーと問題点を発見しながらそれぞれの内容について研究を深める。 

【参考文献】 上記１０で挙げた教科書・参考書 

【学習する上での留意点】少子高齢社会が及ぼす影響に注目しながら整理することが重要である。 

6 ～ 9 . テーマ 少子高齢化の中の成人未婚子、世代間支援、社会経済的格差、少子高齢社会の味方 

【学習の目標】高齢者を取り巻く成人未婚子、世代間支援と社会格差についてレビューし、どのような福祉政策が有効であるか検討

する。 

【学習の内容】 １．老親と同居する成人未婚子の社会格差の現状と援助方法について検討する。 

 ２．老親と既婚子との相互援助関係の現状と規定因は何かを検討する。 

 ３．高齢者世代と若年者世代との所得格差と規定因を検討する。 

 ４．高齢者の性別による世代間支援のメカニズムを発見し、どのような福祉政策が有効であるかを検討する。 

http://www.amazon.com/The-New-Politics-Old-Policy/dp/0801894921/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1332477404&sr=1-1


 

 

【キーワード】成人未婚子、世代間支援、社会経済的格差、老親 

【学習の課題】学習の内容の１～４について、規定因と本研究の問題点とは何かを確認しながら論文を購読する。 

【参考文献】 上記１０で挙げた教科書・参考書 

【学習する上での留意点】少子・高齢社会では、世代間格差を無くすために有効な社会保障政策とは何かを考えることが重要である。  

10～14.テーマ 要介護高齢者のケア、インフォーマルケアとフォーマルケア 

【学習の目標】要介護高齢者のケア、インフォーマルケアとフォーマルケアについてレビューし、本研究のオリジナルティーと問題

点を発見する。 

【学習の内容】 １．入所施設と在宅における要介護高齢者ケアの現状と問題を発見する。 

 ２．重度要介護高齢者が在宅でケアを受けるためには、どのような方策が必要であるか検討する。 

 ３．インフォーマルケアとフォーマルケアについてレビューし、それぞれの意義と問題点を発見し、介護の質を高

めるためには、どのような基準が必要であるかを発見する。 

【キーワード】要介護高齢者ケア、在宅介護、施設入所、インフォーマルケア、フォーマルケア 

【学習の課題】学習の内容の１～３について、先行研究を批判的に検討するように努める。 

【参考文献】 上記１０で挙げた教科書・参考書 

【学習する上での留意点】要介護高齢者介護について、公的・私的介護の連携はどのようにするか、どうあるべきかについて発見す

る。 

15～19.テーマ 高齢者の生きがい、抑うつ、転倒、エイジズム、社会関係の非親族の構造 

【学習の目標】地域在住高齢者の生きがい、エイジズム、抑うつ、転倒等の脅威について、それぞれの研究の規定因と問題点を発見

する。 

【学習の内容】 １．高齢者の生きがいについてレビューし、生きがい構造の妥当性と生きがいの有効性について検討する。 

 ２．高齢者の抑うつ、転倒の規定因を検討し、それぞれの先行研究のオリジナルティーと問題点について議論する。 

 ３．高齢期の非親族の構造に関して、本研究の意義と問題点を発見する。 

 ４．エイジズムに関連する研究をレビューし、エイジズム研究の意義と問題点とは何かについて議論する。 

【キーワード】高齢者、生きがい、抑うつ、転倒、エイジズム、社会関係、非親族 

【学習の課題】学習の内容の１～４について、問題点を発見しながらそれぞれの内容について検討する。 

【参考文献】 上記１０で挙げた教科書・参考書 

【学習する上での留意点】定年退職後の第 2の人生の設計、生きがいの維持や発見のために、何が必要であるか等に注目しながら論

文を購読する。 

20～24.テーマ 
Changing Demography and Families in Northeast Asia, Parent-Child Proximity, Living with Parent or 

Parents-in-law,     

【学習の目標】Changing Demography and Families in Northeast Asia, Parent-Child Proximity, Living with Parent or 

Parents-in-law の現状を明らかにし、それぞれに関連する要因を発見する。なお、これらの研究の問題点を発見する。 

【学習の内容】１．Changing Demography and Families in Northeast Asia をレビューする。特に、東北アジアの家族の変化と、

どのような問題を抱えているかを示す。 

２．Parent-child Proximity and its Determinants をレビューする。特に、親と子どもの Proximity に関する研究が

必要な理由、関連要因を示す。 

３．Living with parents or parents-in-law in East Asia をレビューする。既婚子の親と義理親の同居の現状、同居

の規定要因を示す。   

【キーワード】Parents and Parents-in-law, Proximity, Living with parents  

【学習の課題】学習の内容の 1～3 について、問題点を発見しながらそれぞれの内容について研究を深める。 

【学習する上での留意点】東アジアにおける家族の変容に関する論文を多読する。 

25～28.テーマ 
Family Contacts with Parents and Parents-in-law, Pattern of Contact, Financial Supports to Parents and 

Parents-in-law 

【学習の目標】Family Contacts with Parents and Parents-in-law, Pattern of Contact, Financial Supports to Parents and 

Parents-in-law の現状を明らかにし、それぞれに関連する要因を発見する。なお、それらの研究の限界は何かを発見

する。 

【学習の内容】１．Family Contacts in Korea and Japan from a comparative perspective をレビューする。特に、既婚の子どもの

親と義理親との Contacts の規定要因を発見する。 

２．Pattern of Adult Child-Parents Contact をレビューする。特に、Contact の Pattern を発見し、本研究の問題

点を探る。 

３．Financial Supports to Parents and Parents-in-law をレビューする。特に、日韓中において既婚子の親と義理

親への Financial Supports がバランス型であるかどうかを確認し、その理由とは何かを考える。 

【キーワード】Contacts, Parents and Parents-in-law, Pattern of Financial Supports 

【学習の課題】学習の内容の１～3 について、問題点を発見しながらそれぞれの内容について研究を深める。 

【参考文献】 上記１０で挙げた教科書・参考書 

【学習する上での留意点】家族を取り巻く環境が変容する中で、成人子の親と義理親へのサポートは、どうあるべきかについて先行

研究を多読する必要がある。 

課題研究１ 

課題研究テーマ：次の論文を購読し、批判的にレビューしなさい。 

レポート形式：A4の 3枚程度 

参考文献：杉原 陽子：東京都の民生委員の活動継続意欲を促進・阻害する要因：援助成果，役割ストレス，サポ

ートとの関連」 

日本公衆衛生雑誌, 65(5): 233-242. (2018). 

授業中に資料配布 

実施時期：夏期休講期間 

提出期限：夏期休講期間が終わった後の最初の授業 

事後学習：コメント・意見交換に基づきレポートを修正する。 



 

 

課題研究２ 

課題研究テーマ：次の論文を購読し、批判的にレビューしなさい。 

レポート形式：A4の 3枚程度 

参考文献： 金貞任、「家族介護者による在宅要介護高齢者の看取りケアの場所選択意識に関する要因：日韓比較研

究」、老年社会科学、41(3):278-291.（2019）. 

授業中に資料配布 

実施時期：夏期休講期間 

提出期限：夏期休講期間が終わった後の最初の授業 

事後学習：コメント・意見交換に基づきレポートを修正する。 

 

 

 

 

  



 

 

１．科目名（単位数） 国際福祉特殊講義 （4 単位） 

３．科目番号 

 

SSMP7207 

 ２．授業担当教員 （池袋）田中 喜美子 （名古屋）伊東 眞理子 

４．授業形態 講義、グループディスカッション、セミナー ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
履修条件なし 

７．講義概要 

比較とは、多文化との相違を発見し、理解することであるが、それを基礎に異質性の認識と受容へと導

かれるのである。比較には、相違性と相似性を明らかにするための批判、評価を伴うため、異質性への信
頼が必要になる。ところが、国際比較の困難性は、同一基準が設定できなく、他国に対する印象、実感と
いう情緒的感情面を含めて基準が多様であるからである。この国際比較の多様性のため、比較の観点が量

的な観点から、生活構造、文化、歴史、宗教、価値観という質的側面が重視されるのである。 

本講義では 社会福祉の実態や現状と問題点や実践活動について、代表的な西洋諸国と東南アジア諸国と
の国際比較の方法について探求する。 

具体的には、対象者別(児童・自閉症児・知的障害児・認知症高齢者・退職した健康な高齢者・精神障害
者・依存症者・ひとり親・等)、問題別(医療・虐待・貧困・差別・DV・不登校・保育・失業と就労・校内
暴力やいじめ等)、制度・政策別(介護保険制度・生活保護制度・公的扶助・医療保険制度)、分野別(医療ソ

ーシャルワーク・司法ソーシャルワーク・学校ソーシャルワーク等)に分けて、それぞれのトピックスをと
りあげて、世界の福祉政策と福祉実践について比較しながら分析・考察する。 

８．学習目標 

① 福祉に関する国際的視点と同時にその視点の客観化を通して各国の状況に対する新たな事実や知見を

発見する。 

② 社会や文化や時代を超えた共通の特性と固有の特性とを弁別して両者が分析できる。 

③ 異なる国を比較しながら分析・研究するとき、妥当性・信頼性ある調査研究の方法論を探求する。 

④ 現代において世界的に共通の社会問題や家族問題を取り上げ、社会福祉援助技術を含んだ対人サービ
スの方法について探求する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

１．高齢者対象の介護政策や制度の特徴と方法(世界 3 カ国以上)を比較・分析する。 

２．精神保健福祉政策や制度の特徴と方法(世界 3 カ国以上)を比較・分析する。 

(1 と 2 番課題の比較・分析の枠組み：①各国の社会的背景 ②課題の内容 ③3 カ国の共通点 ④3 カ

国の相違点 ⑤比較・分析を通して学んだ点と本人の意見) 

３．DV 問題を取り上げ、(世界 3 カ国以上)比較・分析する。 

４．いじめ問題を取り上げ(世界 3 カ国以上)比較・分析する。 

(3 と 4 番課題の比較・分析の枠組み：①その問題の社会的背景と現況 ②国レベルの政策的なアプロ
ーチ ③具体的な処遇プログラム(社会福祉援助方法あるいは臨床的なことを中心とする) ④比較・分
析を通して学んだ点と本人の意見) 

これら 4 つの課題の中、２つの課題を選択し、提出する。世界 3 か国の中には自分の国を必ず入れること。 

10．教科書・参考書 

・教材 

【教科書】 

阿部志郎・井岡勉『社会福祉の国際比較』有斐閣。 

【参考文献】 

仲村優一、安部志郎、一番ケ瀬康子『世界の社会福祉』旬報社、2002年。 

仲村優一、一番ケ瀬康子『世界の社会福祉①、②』旬報社。 

仲村優一、一番ケ瀬康子『世界の社会福祉アジア③、イギリス④、日本⑦、アメリカ⑨』旬報社。 

久塚純一・岡沢憲芙『世界の福祉』早稲田大学出版部。 

中島恒雄『21世紀の高齢者福祉』ミネルバ書房。 

洪金子『韓国の社会福祉発達史』蛍雪出版社。 

森田洋司『いじめの国際比較』金子書房。 

Lyons、Karen(1999)：International social work themes and perspectives、,Aldersyot、U．

Kand Brookfield、Vt.：Ashgate Publishing 

 Goodman、Roger；White、Gordon、and Kwon, Huck-ju(2000) 、The East Asian、Welfare model：
Welfare orientation and the state、London and NY.：Routledge． 

  Triandis, H. C. (1995). Individualism and collectivism. Boulder, CO: Westview. 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

国際社会福祉の比較に関する小論文 1 件 

授業の中での発表やディスカッションへの参加 

○評定の方法 

授業の中での発表 

国際社会福祉の比較に関する小論文 

12．受講生への 

メッセージ 

〇 大学院学則を遵守すること。 

〇 常に専門的実践家としての知識と力量を育成するため努力すること。 

〇 学際的・国際的感覚を涵養すること 

13．オフィスアワー 別途連絡する 

14. 学習の展開及び内容【テーマ，学習の目標，学習の内容，キーワード，学習の課題，学習する上でのポイント等】 

1 ～ 5 . テーマ 比較社会福祉学の視点と方法、社会福祉サービスの比較、社会福祉専門職の国際比較 

【学習の目標】１．国際社会福祉研究の歴史的・理論的背景を理解する。 

２．国際比較研究の前提と比較の焦点について理解する。サービス比較の困難性について理解し、サービス比較では、

誰を、何をどのように比較するのかについて理解する。 

【学習の内容】比較の概念と比較することの意義、比較研究の歴史的・理論的背景、国際比較の困難性、国際比較の基準の多様性、

多様な国際比較の観点、サービス比較と比較の対象及び比較の方法などにについて調べ、理解する。 

【キーワード】比較社会福祉研究、国際比較、相違性、相似性、比較サービス、社会福祉専門職 

【学習の課題】１．国際比較の研究には、相違性と相似性を明らかにしながら異質性への受容と信頼が求められるということに対す

る理解をする。 



 

 

２．国際社会福祉研究の歴史的・理論的背景、比較の視点として福祉に関する国際的視点と相対的視点を持つ。 

３．サービス比較の論点の中、政策・制度・対人的援助の投入と算出を中心とする効果・効率性について考える。 

【参考文献】 阿部志郎・井岡勉『社会福祉の国際比較』有斐閣。 

仲村優一、安部志郎、一番ケ瀬康子『世界の社会福祉』旬報社、2002 年。 

  Lyons、Karen(1999)：International social work themes and perspectives, Aldersyot, U．Kand Brookfield, Vt.：

Ashgate Publishing 

  Triandis, H. C. (1995). Individualism and collectivism. Boulder, CO: Westview. 

6～10 .テーマ 

アメリカ・ドイツ・イギリス・スウェーデン・日本およびその他の東南アジア諸国の介護保険制度・政策の比較、
介護問題を持つ対象者に対する介入方法と援助技術の国際比較(特に、高齢者を対象とするケアマネジメントを中

心に) 

【学習の目標】１．アメリカ･ドイツ･イギリス・スウェーデン・日本およびその他の東南アジア諸国の介護保険制度を学習し、日本

の介護保険制度との違いや共通点を比較・分析する。 

２．介護問題を持っている対象者への海外の介入方法と援助技術を探求する。 

３．ケアマネジメントシステムとケアプランのような介入方法を比較してみることによって比較・分析の枠組みが立

てられる。 

【学習の内容】１．ドイツの介護保険制度の概要、日本の介護保険制度の概要、そしてそれぞれの特徴と相違点についてわかる。 

２．介護を必要とする認知症高齢者と彼を介護する家族に対してドイツと日本の介入方法がどう違うか、具体的なケ

ースをもって社会福祉援助技術における世界諸国のケアマネジメントシステムと日本のケアマネジメントシス

テム、各国のケアプランと日本のケアプランを比較・分析してみる。 

【キーワード】介護扶助、介護保険、ケアマネジメント、ケアプラン 

【学習の課題】・ドイツの介護扶助と日本の介護保険の特徴と相違点を分析する。 

・国際福祉制度政策及び援助技術などを比較・分析するときの枠組みを立ててみる。 

・介護問題を持っている認知症高齢者とその家族の中で、対象者別に予想される問題を一つ想定し、それに対する自

分の専門的介入方法と社会福祉援助技術を考えてみる。 

・理想的なケアーマネジメントシステムに対する構造を考える。 

・同じ目的で出来た制度・政策であっても、各国の社会的背景、文化、価値観などによって相違点が出るということ

を理解する 

【参考文献】 仲村優一、安部志郎、一番ケ瀬康子『世界の社会福祉』旬報社。2002 年。 

阿部志郎・井岡勉『社会福祉の国際比較』有斐閣、2000 年。 

仲村優一、一番ケ瀬康子『世界の社会福祉①、②』旬報社。 

中央大学経済研究所編『社会保障と生活最低限―国際動向を踏まえて―』中央大学研究双書。 

11～15.テーマ 
アメリカ・イギリス・日本の医療保険制度・政策の比較、医療問題を持つ対象者に対する介入方法と援助技術の国

際比較 

【学習の目標】１．イギリスにおけるコミュニティケアと国民保健サービス(National Health Service, 以下ＮＨＳ)システムを

理解する。 

２．医療問題を持っている対象者への海外の介入方法と援助技術を探求する。 

３．病院のインテークと介入方法を統合的に考え、自分なりの介入を考えてみる。 

【学習の内容】１．入院患者、退院患者、患者家族という三者を対象の中心として、予想される問題、介入方法と社会福祉援助技術

を検討する。 

２．今のイギリスの NHS も日本の医療保険政策も短時間で急に出来上がったものでなく、長い時間と多くの努力を

かけて進歩してきたものであるが、時代の要求に応じてさらに改革を重ねていかなければならないということを

理解する。 

３．医療サービスを市民の確実な権利として定着させるために、有効なアドボカシー理論に対する知識を深める。 

４．高齢社会に対応するコミュニティケアと保健医療改革、イギリスの NHS 改革、病院トラスト、患者憲章、慢性

疾患を持っている患者や家族を援助するには地域社会のもつ資源の発掘、新しい資源の開発と情報の提供、ボラ

ンティアの活用などが必要であるため、コミュニティ理論に関する知識を深めることが必要である。 

【キーワード】競争原理の導入、第一線の重視、医療行為の制約、コミュニティケア、保険医療改革、国民保健サービス  

【学習の課題】 ・高齢社会に対応するための地域・地方自治体の責任・機能の変化、サービスレベルの変化、供給の多元化、利用者

の権利擁護などの世界的動きや変化過程を探求する。 

・医療問題を持っている入院患者、退院患者、患者家族の中で、対象者別に予想される問題を一つ想定し、それに対

する自分の専門的介入方法と社会福祉援助技術を考えてみる。 

【参考文献】 仲村優一、安部志郎、一番ケ瀬康子『世界の社会福祉』旬報社、2002 年。 

仲村優一、一番ケ瀬康子『世界の社会福祉イギリス④』旬報社。 

16～20.テーマ 
アメリカ・イギリス・日本の精神保健制度・政策の比較、精神保健の問題を持つ対象者に対する介入方法と援助技
術の国際比較（特に、依存(中毒)症者に対する援助を中心に） 

【学習の目標】１．アメリカと日本の地域社会を基盤とする精神保健制度・政策を比較・分析する。 

２．精神保健問題を持っている対象者への海外の介入方法と援助技術を探求する。 

【学習の内容】１．アメリカと日本における医療支出の改善・抑制対策 

２．地域を中心とするメンタルヘルスサービス(ＣＢＲ)の内容 

３．アメリカの精神保健制度、特に統合失調症とホモセックス政策が成功した根本的な理由は何かを探求し、それに

関し日本ではどのようなアプローチが可能であるかを発展的に考える。 

４．精神的疾患を持つ入院患者、退院患者、患者家族に予想される問題、介入方法と社会福祉援助技術を対象者別に

検討する。 

５．精神疾患を持っている患者や家族を援助するには地域社会のもつ資源の発掘、新しい資源の開発と情報の提供、

ボランティアの活用以外に、地域住民の理解と協力がとても重要であるため、生態システム理論やネットワーキ

ングなどに関する知識を深める必要がある。 

【キーワード】Mental Health，CBR、精神疾患、依存症、共依存(Co-Dependency) 

【学習の課題】 ・アメリカと日本の国や地方自治体レベルの精神保健制度・政策のシステムとその内容において相違点と共通点を



 

 

探求する。 

・精神的疾患を持つ入院患者、退院患者、患者家族の中で、対象者別に予想される問題を一つ想定し、それに対する

自分の専門的介入方法と社会福祉援助技術を考えてみる。 

【参考文献】 仲村優一、安部志郎、一番ケ瀬康子『世界の社会福祉』旬報社、2002 年。 

仲村優一、一番ケ瀬康子『世界の社会福祉アメリカ⑨』旬報社。 

斎藤学『嗜癖する社会』誠心書房。 

21～25.テーマ 
アメリカ・イギリス・日本の生活保護制度・政策の比較、生計問題を持つ対象者に対する介入方法と援助技術の国
際比較（特に、ホームレスに対する援助を中心に） 

【学習の目標】１．アメリカと日本の国民基礎生活保障制度を比較・分析する。 

２．生計問題を持っている対象者への海外の介入方法と援助技術を探求する。 

【学習の内容】１．国民基礎生活保障制度の需給資格と給与内容、死角地帯にいる貧困者のための安全網の確保、自活支援事業 

２．豊かな国であっても、ホームレスが存在する根本的な原因が何かを探求する。 

３．不況でリストラされた親とその家族の予想される問題、介入方法と社会福祉援助技術を対象者別に検討する。 

４．ホームレスと生計問題を持っている家族を援助するのに有効な貧困理論に関する知識を深める。 

【キーワード】国民基礎生活保障制度、安全網、自活支援、ホームレス、コットンネ、相互援助、自立 

【学習の課題】・アメリカの国民基礎生活保障法と日本の生活保護法の内容を比較・分析する作業を通して、生活保障政策における

両国の特徴を理解する。 

・ホームレスに予想される問題を想定し、それに対する自分の専門的介入方法と社会福祉援助技術を考えてみる。 

【参考文献】 仲村優一、安部志郎、一番ケ瀬康子『世界の社会福祉』旬報社、2002 年。 

仲村優一、一番ケ瀬康子『世界の社会福祉アジア③』旬報社。 

Goodman、Roger(2000)；White、Gordon、and Kwon、Huck-ju(eds.)(1998)、The East Asian Welfare model 

：Welfare orientalism and the state、London and N．Y.：Routledge． 

26～28.テーマ 

アメリカ・ドイツ・日本およびその他東南アジア諸国の保育制度・政策やいじめ対策の比較、一人っ子政策と保育

政策,いじめの問題を持つ対象者に対する介入方法と援助技術の国際比較(特に、いじめに対する援助を中心に)、児
童虐待問題あるいは DV 問題を持つ対象者に対する介入方法と援助技術の国際比較 ① 

【学習の目標】１．中国の一人っ子政策と日本の保育政策とを比較・分析する。 

２．いじめ問題を持っている対象者への海外の介入方法と援助技術を探求する。 

３．児童虐待問題を持っている対象者への海外の介入方法と援助技術を探求する。 

４．ＤＶ問題を持っている対象者への海外の介入方法と援助技術を探求する 

【学習の内容】１．一人っ子の問題、一人っ子の保育サービスで重点を置くべき点、いじめという問題行動、いじめの性格、社会と

人間関係への影響、各国の教育制度との関係、いじめ問題と対策としてのスクールソーシャルワークを理解する 

２．いじめの加害者や被害者、その家族と社会に予想される問題、介入方法と社会福祉援助技術を対象者別に検討す

る。 

３．中国の一人っ子政策の背景を理解すると同時に、どんなにいい目的と目標を持って立てた政策であっても、その

利点もあれば、ディスアドバンテージもあるということをあらかじめ予想しながら政策を作らなければならない

ことに留意する。 

４．いじめ問題を持っている生徒や家族を援助するのに有効な社会福祉援助技術のスクールソーシャルワーク理論に

関する知識を深める。 

５．虐待の概念、原因、その影響、虐待理論、愛着障害、トラウマ、対処方法などを学習・研究する。 

６．ＤＶ概念・原因・本人と子どもへの影響・ＤＶ被害者、ＤＶ加害者、ＤＶ法律と司法システム、ＤＶ予防・防止

のためのプロトコルなどに対する知識と処遇方法 

７．虐待問題を理解し、その問題を持っている人とサバイバー、そして家族を援助するのに有効な、愛着理論やトラ

ウマに関する知識を深める。 

８．ＤＶ問題を理解し、ＤＶの被害者と加害者そして彼らの子どもを援助するのに有効な家族療法に関する知識を深

める。 

【キーワード】一人っ子、保育サービス、いじめ、加害者と被害者、スクールソーシャルワーク、いじめ、加害者のシステム、被害

者のシステム、虐待、ネグレクト、サバイバー、愛着障害、トラウマ、ＤＶ（Domestic Violence）、ＤＶ被害者、

ＤＶ加害者、ＤＶ法律、ＤＶ予防・防止のためのプロトコル 

【学習の課題】 ・中国の一人っ子政策に比べ、日本の少子化の根本的な原因を探求し、自分が少子化を止める政策を作るとすれば、

どんなことが出来るであろうかと具体的に考えてみる。 

・いじめ問題を持っている加害者と加害者の家族、被害者と被害者の家族の中で、対象者別に予想される問題を一つ

想定し、それに対する自分の専門的介入方法と社会福祉援助技術を考えてみる。 

・児童虐待問題を持っている人とサバイバー、加害者としての親の中で、対象者別に予想される問題を一つ想定し、

それに対する自分の専門的介入方法と社会福祉援助技術を考えてみる。 

・ＤＶ問題を持っている加害者と被害者そして彼らの子どもの中で、対象者別に予想される問題を一つ想定し、それ

に対する自分の専門的介入方法と社会福祉援助技術を考えてみる。 

【参考文献】 仲村優一、安部志郎、一番ケ瀬康子『世界の社会福祉』旬報社、2002 年。 

仲村優一、一番ケ瀬康子『世界の社会福祉アジア③』旬報社。 

洪金子『韓国の社会福祉発達史』蛍雪出版社。 

Goodman、Roger(2000)；White、Gordon、and Kwon、Huck-ju(eds.)(1998)、The East Asian Welfare model 

：Welfare orientalism and the state、London and N．Y.：Routledge． 

森田洋司『いじめの国際比較』金子書房。 

洪金子『生徒間暴力に対するスクールソーシャルワークの機能と介入方法－生態システム的アプローチを中心に』 

日本女子大学社会福祉学科学会誌、2003 年。 

阿部志郎・井岡勉『社会福祉の国際比較』有斐閣、2000 年。 

鈴木研一『世界の女性と暴力』明石書店。 

洪金子、関口恵美、大橋利雄『ＤＶに対する警察の対処に関する研究』日米高齢者保健福祉学会、2006 年。 



 

 

課題研究１ 

課題研究テーマ：第 1～10 回の講義内容を踏まえて、「新型コロナウィールスパンデミックが世界各国にどのよう

に影響したか」についてエコシステム理論の観点から論じ、国際社会福祉の課題を述べなさい。 

レポート形式：A4 用紙１枚（2000 字） 

実施時期：第 12 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 13 回の授業開始時に提出する。提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 9 回授業終了後に教室

で行う。添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受付適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる 

課題研究２ 

課題研究テーマ：第 1～10 回の講義内容を踏まえて、「新型コロナウィールスパンデミックが国際的にどのように

影響したか」について虐待の問題について論じなさい。 

レポート形式：A4 用紙１枚（2000 字） 

実施時期：第 26 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 26 回の授業時に連絡する。 

      提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を行う。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる 

 

 

  



 

 

１．科目名（単位数） 社会福祉援助技術論特殊講義  （4 単位） 

３．科目番号 

 

SSMP7202 

 ２．授業担当教員 田中 喜美子 

４．授業形態 講義、討論、事例研究、グループワーク ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
履修条件は特になし 

７．講義概要 

社会福祉援助技術の歴史的展開に即しながら、その理論動向を十分に把握しつつ、近年の動きであるシ

ステム論、エコロジー論、エンパワメント論、ソーシャルサポートネットワーク論等について講述すると

共に、臨床社会福祉研究についての研究法を演習する。 

８．学習目標 

１） 社会福祉専門職の特質を世界的視野から分析を試みる。 

２） 日本と米国の社会福祉専門職の特質の比較分析・検証を行う。（米国以外でもよい） 

３） 主要援助技術（精神分析論、交流分析論）の理論・技術構成（前提、主要概念等）を理解する。 

４） 主要援助技術（認知理論、行動理論）論の発生源、及び歴史的発展の理解をする。 

５） 主要援助技術（システム論、エコロジー論）の理論・技術構成（前提、主要概念等）を理解する。 

６） 主要援助技術（エンパワメント論、ソーシャル・サポート・ネットワーク論）と組織（機関・施設）

との関係を理解する。 

７） Post-Modern 社会福祉援助技術の発展(ナラティブ理論など)の特徴と概論、これからの援助技術の発

展の方向性と必要性を探索する。 

８） 上記３）から７）までの社会福祉援助技術論を理論と実践の特性に合わせてケースワーク、グループ

ワーク、コミュニティワークと繋げで実践する方法について学習する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

１） 春学期、秋学期ともに２回クラスで発表を行い、討論をすすめる。 

２） 査読付専門誌に掲載できるレベルの論文を１年に１本ずつ書くように努める。 

３） 研究分野をしぼり、文部科学省科学研究費の申請書を準備し、実際に申請する。 

（締切り日：11 月 2 週目の授業日） 

10．教科書・参考書 

・教材 

【教科書】 

平山尚、平山佳須美、黒木保博、宮岡京子『社会福祉実践の新潮流：エコロジカル・システム・アプロー

チ』ミネルヴァ書房、1998 

平山尚、武田丈『人間行動と社会環境：社会福祉実践の基礎科学』ミネルヴァ書房、2000 

【参考文献】 

西阪 仰・早野 薫・須永 将史・黒嶋 智美・岩田 夏穂 （2013）『共感の技法―福島県における足湯ボラ

ンティアの会話分析』、勁草書房 

  Ainsworth, F. and Hansen, P. (2005). Evidence Based Social Work Practice: A Reachable Goal? In A. Bilson (ed.), 

Evidence-Based Practice in Social Work, London, Whiting and Birch.  

  Charon, R. (2001). Narrative Medicine: A Model for Empathy, Reflection, Profession, and Trust. JAMA, 286(15), 

pp.1897-1902. 

  Hall, J.C. (2016). Narrative Therapy. Encyclopedia of Social Work. NASW Press & Oxford University Press.  

  Fook, J. (2002). Social Work: Critical Theory and Practice, London: Sage Publications. 

  Howe, D. (1994). Modernity, Postmodernity and Social Work. British Journal of Social Work, 24(5), pp. 513-532. 

  Roche, S. E. (2007) ‘Postmodern Call and Response: Social Work Education in the Modernist University’, in S. L. 

Witkin and D. Saleebey (eds.), Social Work Dialogues: Transforming the Canon in Inquiry, Practice and Education, 

Alexandria, CSWE Press.  

  Saleebey, D. (1996). The Strengths Perspective in Social Work Practice: Extensions and Cautions. Social Work, 

41(3), pp. 296–305. 

  Mo Yee Lee. (2013). Solution-Focused Brief Therapy. Encyclopedia of Social Work. NASW Press & Oxford 

University Press. 

洪金子他『社会福祉援助論』ナヌム家、2011 

洪金子他『社会福祉援助技術論』同仁出版社、2006 

洪金子他『人間の行動と社会環境』高憲出版社、2000 

Sheafor, B. W., Horejsi, C. R., & Horejsi, G. A. (2003). Techniques and Guidelines for Social Wo

rk Practice. New York: Allyn & Bacon. 

Albert R. Roberts, Gilbert J. Greene(eds.), Social Workers’ Desk Reference, Oxford University Press, 

2002. 

Marlene E. Turner (Ed.)Groups at Work, Theory and Research, Lawrence Erlbaum Associates,1999. 

R.L. Edwards (Ed.-in-chief), Encyclopedia of Social Work, (19th ed.), NASW, 1995. 

 

主な英文社会福祉専門誌 

Administration in Social Work、British Journal of Social Work、Child Welfare、Community 

Development Journal、Health & Social Work、Journal of Community Practice、Journal of Social Work 

Education、Journal of Sociology and Social Work、Public Administration Review、Small Group 

Research、Social Service Review、Social Work with Groups、Journal of Social Service Research、Social 

Work、Social Work Research 

 

その他必要に応じて示唆をする。 



 

 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

授業の中での発表やディスカッションへの参加 

講義とワークや実践への参加と自己評価 

○評定の方法 

クラスでの発表  30％ 

論文       70％ 

12．受講生への 

メッセージ 

〇 大学院学則を遵守すること。 

〇 常に専門的実践家としての知識と力量を育成するため努力すること。 

〇 社会福祉援助技術実践者としての自分に合う社会福祉援助技術理論を確保すること。 

13．オフィスアワー 別途連絡する 

14. 学習の展開及び内容【テーマ，学習の目標，学習の内容，キーワード，学習の課題，学習する上でのポイント等】 

1 ～ 2 . テーマ 
社会福祉専門職の特質を世界的視野から分析を試みる 

日本と米国の社会福祉専門職の特質の比較分析・検証を行う（米国以外でもよい） 

【学習の目標】１．社会福祉の専門性と社会福祉士の専門職者としてのアイデンティティを確認する 

２．日本と米国など外国の社会福祉専門職の特質を比較する 

【学習の内容】１．社会福祉の専門性と社会福祉士の専門職者としてのアイデンティティを高める 

       ２．各国の社会福祉の共通性と相違性について把握する  

【キーワード】専門性、アイデンティティ、各国の社会福祉の比較 

【学習と研究の課題】日本と米国など外国の社会福祉が社会的環境と時代的背景によってその発展過程と特質が異なることが分かる 

3 ～ 4 . テーマ 精神分析論、交流分析論の理論・技術構成（前提、主要概念等）を理解する 

【学習の目標】精神分析論、交流分析論の主な概念・理論の前提・主な介入技法などに対する自分なりの見解と評価ができる 

【学習の内容】１．精神分析論の主な概念・理論の前提や特徴・主な介入技法などについて探求する 

(人間の精神の構成、性格の構造、性格の発達段階、不安、防御規制、転移の分析) 

２．交流分析論の主な概念・理論の前提や特徴・主な介入技法などについて探求する 

(自我の構造、交流とその週類、ストローク、人生態度と人生脚本、時間の構造化) 

【キーワード】Id・ Ego・Super-Ego、子ども・成人・親の自我状態 

【学習と研究の課題】医療モデルとしての長所と短所をはっきり見極めて、社会福祉実践に有効に生かせるようにすること 

5 ～ 6 . テーマ 精神分析論の実践技術とケースへの適用・事例分析 

【学習の目標】１．精神分析論の実践技術とケースへの適用ができる 

２．精神分析論に基づいた事例分析ができる 

【学習の内容】学生が提示した事例を分析しながら理論の社会福祉実践への適用と援助技法への理解を深めていく。 

7 ～ 8 . テーマ 交流分析論の実践技術とケースへの適用・事例分析 

【学習の目標】１．交流分析論の実践技術とケースへの適用ができる 

２．交流分析論に基づいた事例分析ができる 

【学習の内容】学生が提示した事例を分析しながら理論の社会福祉実践への適用と援助技法への理解を深めていく。 

9～10.テーマ 認知理論、行動理論(認知行動論)の発生源、及び歴史的発展の理解をする 

【学習の目標】認知理論、行動理論(認知行動論)の主な概念･理論の前提･主な介入技法などに対する自分なりの見解と評価ができる 

【学習の内容】１．認知理論の主な概念・理論の前提や特徴・主な介入技法などについて探求する 

(Bandura の自己効力感、Beck の認知論、RET) 

２．行動理論(認知行動論) 主な概念・理論の前提や特徴・主な介入技法などについて探求する 

(社会学習理論、条件反射、刺激―反応、操作的条件化、強化 Reinforcement、消去、統制、報酬 Reward と懲

罰 Punishment、トークンエコノミーToken Economy、系統的脱感) 

【キーワード】認知の再構成、自己主張訓練、社会技術訓練、改題の割り当て、漸進的弛緩法、系統的脱感作法、嫌悪技法 

【学習と研究の課題】認知的行動療法を受けたクライエントの方が、そうでないクライエントより楽に過ごして効果的であるという

統計的結果は多い。ところが、他の心理療法(特に、長期的精神力学療法)の介入効果が臨床的にほとんど研究

されてないためであるということを覚えること。 

11～12.テーマ 認知理論の実践技術とケースへの適用・事例分析 

【学習の目標】１．認知理論の実践技術とケースへの適用ができる 

２．認知理論に基づいた事例分析ができる 

【学習の内容】学生が提示した事例を分析しながら理論の社会福祉実践への適用と援助技法への理解を深めていく。 

13～14.テーマ 行動理論の実践技術とケースへの適用・事例分析 

【学習の目標】１．行動理論の実践技術とケースへの適用ができる 

２．行動理論に基づいた事例分析ができる 

【学習の内容】学生が提示した事例を分析しながら理論の社会福祉実践への適用と援助技法への理解を深めていく。 

15～16.テーマ システム論、エコロジー論(生態システム論)の理論・技術構成（前提、主要概念等）を理解する 

【学習の目標】システム論、エコロジー論(生態システム論)の主な概念・理論の前提・主な介入技法などに対する自分なりの見解と

評価ができる 

【学習の内容】システム論の主な概念・理論の前提や特徴・主な介入技法などについて探求する 

(社会システム理論、統合的理論を提唱したＡ．ピンカスとＡ．ミナハン（１９７３）の「ソーシャルワーク実践に

おける四つの基本システム」、PIE(Person-In-Environment)、エコロジー論(生態システム論)の主な概念・理論の前

提や特徴・主な介入技法などについて探求する(Ｔ．パーソンズの生態理論、ギターマンとかジャメーインの生活モ

デル) 

【キーワード】システムの構造・機能・行動、境界、開放と閉鎖的システム、Synergy、Input-Output-Through Put など、人間・



 

 

環境の適応(望ましい・最小限に適当・不適当の３段階)、生活ストレッサー、ストレス、適応・対処能力、自己能力、

自尊感、自発性など 

【学習と研究の課題】単線的・循環的因果関係の在り方とその代表理論そして、実践への適用における長所と短所が比較できる。 

人間と環境(物理的・社会的環境)との交互作用に関する観点を保つこと。 

アセスメントの技法として Genogram と Eco-Map が自由に活用できる 

17～18.テーマ システム論の実践技術とケースへの適用・事例分析 

【学習の目標】１．システム論の実践技術とケースへの適用ができる 

２．システム論に基づいた事例分析ができる 

【学習の内容】学生が提示した事例を分析しながら理論の社会福祉実践への適用と援助技法への理解を深めていく 

19～20.テーマ エコロジー論の実践技術とケースへの適用・事例分析 

【学習の目標】１．エコロジー論の実践技術とケースへの適用ができる 

２．エコロジー論に基づいた事例分析ができる 

【学習の内容】学生が提示した事例を分析しながら理論の社会福祉実践への適用と援助技法への理解を深めていく 

21～22.テーマ エンパワメント論、ソーシャル・サポート・ネットワーク論と組織（機関・施設）との関係を理解する 

【学習の目標】エンパワメント論、ソーシャル・サポート・ネットワーク論の主な概念・理論の前提・主な介入技法などに対する自

分なりの見解と評価ができる 

【学習の内容】１．エンパワメント論の主な概念・理論の前提や特徴・主な介入技法などについて探求する 

(Solomon, Gutierrez の Empowerment、Stigma、ストレングスモデル、パートナーシップ、資源の開発と活用) 

２．ソーシャル・サポート・ネットワーク論の主な概念・理論の前提や特徴・主な介入技法などについて探求する 

(ウィタカー（Whittaker ，J .K.) とガルバリーノ（Garbarino ，J.) のソーシャル・サポート・ネットワーク、

ソーシャル・サポート（社会生活上の支援）とソーシャル・ネットワーク（社会関係）、「支え (nurturance) 」

パターンの促進、支援の提供、相互的な関係） 

【キーワード】自己効能感、集団意識、We‐ness と共感の形成, クライアントを自分の問題解決の主体者として認識する、変化に

対する自己の責任意識自然発生的サポートシステム、セルフヘルプグループのようなサポートシステム、社会制度に

よるサポートシステム、個人ネットワーク法、ボランティア連結法、相互援助ネットワーク法、近隣地区援助者法、

地域活性化法、ネットワーク介入、ケースマネジメント、システム開発 

【学習と研究の課題】エンパワメント論のソーシャルワーカの役割について明確にする（クライアントの問題解決を支援する同僚、

協力者でありながら、行政機関、裁判所などの高圧的社会制度の否定的影響力を減少させるためクライアント

のために活動する） 

23～24.テーマ エンパワメント論の実践技術とケースへの適用・事例分析 

【学習の目標】１．エンパワメント論の実践技術とケースへの適用ができる 

２．エンパワメント論に基づいた事例分析ができる 

【学習の内容】学生が提示した事例を分析しながら理論の社会福祉実践への適用と援助技法への理解を深めていく 

25～26.テーマ ソーシャル・サポート・ネットワーク論の実践技術とケースへの適用・事例分析 

【学習の目標】１．ソーシャル・サポート・ネットワーク論の実践技術とケースへの適用ができる 

２．ソーシャル・サポート・ネットワーク論に基づいた事例分析ができる 

【学習の内容】学生が提示した事例を分析しながら理論の社会福祉実践への適用と援助技法への理解を深めていく 

27～28.テーマ 
Post-Modern 社会福祉援助技術の発展(ナラティブ理論など)の特徴と概論、これからの援助技術の発展の方向性と

必要性を探索する 

【学習の目標】Post-Modern 社会福祉援助論の主な概念・理論の前提・主な介入技法などに対する自分なりの見解と評価ができる 

【学習の内容】Post-Modern 社会福祉援助技術の発展(ナラティブ理論など)の主な概念・理論の前提や特徴・主な介入技法などにつ

いて探求する(社会的構成主義、ナラティヴ・セラピー、Inner state、Strength Model) 

【キーワード】ディスコース アナリシス、支配的（dominant）ディスコースと周辺的ディスコース、貧弱なストリーと豊富なス

トリー、内在化と外在化、リフレクティング・チーム（Outsider Witness Group）再著述(Re―authoring)、Strength 

and Weakness 

【学習と研究の課題】周辺にやられたクライアントの貧弱なストリーをより豊か（Thicker, Richer）に変える援助技術を身に付ける 

課題研究１ 

課題研究テーマ：第 3～14 回の講義内容を踏まえて、自己の過去・現在を事例とし、適切な理論を用いて自己分析

しなさい。 

レポート形式：A4 用紙１枚（2000 字） 

実施時期：第 12 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 13 回の授業開始時に提出する。提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 9 回授業終了後に教室

で行う。添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受付適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

課題研究２ 

課題研究テーマ：第 15～22 回の講義内容を踏まえて、「新型コロナウィールスパンデミックが個人・家族・地域の

生活にどのように影響したか」についてエコシステム理論の観点から論じなさい。DV の問題は必ず含め、その介

入方法も論じること。 

レポート形式：A4 用紙１枚（2000 字） 

実施時期：第 12 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 13 回の授業開始時に提出する。提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 9 回授業終了後に教室

で行う。添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受付適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

 

  



 

 

１．科目名（単位数） 社会福祉原理特殊講義 （4 単位） 

３．科目番号 

 

SSMP7201 

 ２．授業担当教員 喜多村 悦史 

４．授業形態 講義、ディスカッション ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
修士課程の社会福祉法特論を履修しているか、またはそれと同等レベルの学識を有していること。 

７．講義概要 

社会福祉・社会保障の原理、目的、実施状況を現状追認ではなく、根本から批判的に検討する。 

８．学習目標 
社会福祉・社会保障制度について歴史的考察をベースに、現行制度の問題点を解明し、将来を見据えた制

度体系を考究する能力を身に付ける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

各回の授業でのディスカッションを踏まえ、気づきや発見について簡単なレポート（A4１枚 ワープロ打
ち）を毎週、作成提出する。 

10．教科書・参考書 

・教材 

【教科書】喜多村悦史『社会保障改革の処方箋』医薬経済社、2013 年 

【参考書】ハイエク『隷従への道』（村井章子訳）日経 BP 社 2016 年 

 社会福祉制度はその社会の構成員の真の要望を反映したものでなければならないが、社会に関
する基本理念は各人によって異なるものである。受講生は社会哲学書をできるだけ多く読み込
み、自身の考えを整理することを求める。例えばジェームズ・M・ブキャナン＆リチャード。E・

ワグナー『赤字の民主主義』、マックス・ウェーバー『プロテスタンティズムの倫理と資本主義
の精神』、ヨーゼフ・シュンペーター『資本主義、社会主義、民主主義』、ジョン・F・ガルブレ
イス『大暴落』、アダム・スミス『道徳感情論』、ミルトン・フリードマン『資本主義と自由』な

ど 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

授業中のディスカッションへの参加度、およびその前提としての予習の度合いを重視する。 

○評定の方法 

レポ－ト     60% 

講義中の質疑 40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

双方向・対話型で行うので、授業時に主張したいこと、伝授したいこと、質問すべきことなどをしっかり
事前準備しておくこと。教科書への批判的考察も歓迎する。教員も院生とともに学びたいと考えている。 

13．オフィスアワー 火曜（池袋。授業終了後の教室において） 木曜（伊勢崎の研究室）。メールによる相談も受け付ける。 

14. 学習の展開及び内容【テーマ，学習の目標，学習の内容，キーワード，学習の課題，学習する上でのポイント等】 

1 ～ 3 . テーマ 所得保障 

【学習の目標】 自由主義社会において公的所得保障が必要とされる場合とはなにかを考える。 
【キーワード】 公的年金、私的年金、リバース・モーゲージ 
【参考文献】  教科書のほか教科書精読で生じた関心事項に関する図書 

4 ～ 6 . テーマ 医療・介護 

【学習の目標】 保険に依って分散するリスクの本質を解明する。 

【キーワード】 皆保険 保険料納付義務 民間医療・介護保険 
【参考文献】  教科書のほか教科書精読で生じた関心事項に関する図書 

7 ～ 8 テーマ 歴史的展開 

【学習の目標】 社会福祉・社会保障が政策課題になったのはなぜか。世界史を踏まえて考察する。 

【キーワード】 産業革命 国民国家 計画経済 個人主義 
【参考文献】  教科書のほか教科書精読で生じた関心事項に関する図書 

9～10.テーマ 環境の変遷 

【学習の目標】 少子高齢化等の社会変化をどう受け止めるべきか。それによって対応もさまざまであることを理解する。 
【キーワード】 人口動態 生産年齢 出産奨励（抑制）策  

【参考文献】  教科書のほか教科書精読で生じた関心事項に関する図書 

11～14 テーマ  財源 

【学習の目標】 国民経済と社会保障費用負担の関係を正しく理解する。 

【キーワード】 公財政 社会保険料 賦課標準 労使負担 滞納者対策  
【参考文献】  教科書のほか教科書精読で生じた関心事項に関する図書 

15～18.テーマ 制度運営 

【学習の目標】 社会福祉・社会保障制度の運営システムを正確に把握し、体系の整合性について分析する。 
【キーワード】 国・都道府県・市町村 措置委託 公設民営 非営利の概念 医療法人・社会福祉法人  

【参考文献】  教科書のほか教科書精読で生じた関心事項に関する図書 

19～24.テーマ 実施上の論点 

【学習の目標】 事例を通して現実に生じている矛盾の原因を分析する。 
【キーワード】 生活保護不正受給 公費負担医療 無年金 労災認定 混合診療    

【参考文献】  教科書のほか教科書精読で生じた関心事項に関する図書 

25～28.テーマ 構造改革論 

【学習の目標】 制度体系論において必要な基礎概念について検討する。 
【キーワード】 社会保険 公的扶助 一元化 税方式     
【参考文献】  教科書のほか教科書精読で生じた関心事項に関する図書 



 

 

課題研究１ 

課題研究テーマ：第 7 回～第 8 回の講義内容を踏まえて、「社会福祉・社会保障制度の®敵視的転回」についてレポ

ートをまとめなさい。レポート様式 A4用紙 2頁（１枚の両面、本文で 2,500字程度）。ワープロ使用可 

実施時期；第 8回の授業後に実施する。 

提出期限：第 9回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 10回授業終了後に教室で行う。 

     添削内容等について引き続き質問がある場合はその後の授業時に受け付け、指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通して学んだことをまとめる。 

課題研究２ 

課題研究テーマ：第 9 回～第 10 回の講義内容を踏まえて、「人口高齢化傾向を反転させる政策は可能か」について

レポートをまとめなさい。レポート様式 A4用紙 2頁（１枚の両面、本文で 2,500字程度）。ワープロ使用可 

実施時期；第 10回の授業後に実施する。 

提出期限：第 11回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 12回授業終了後に教室で行う。 

     添削内容等について引き続き質問がある場合はその後の授業に受け付け、指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通して学んだことをまとめる。 

 

 

  



 

 

１．科目名（単位数） 社会福祉政策特殊講義 （4 単位） 

３．科目番号 

 

SSMP7203 

 ２．授業担当教員 尹 文九 

４．授業形態 講義、調査発表、事例研究など ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
履修条件は特になし 

７．講義概要 

政策の概念から始まり、政策の類型、政策環境、政策形成や決定に参加者、政策研究のアプローチ方法な

どの政策学に関する基本的な理論を学ぶ。それに基づいて各論として日本の福祉政策と関連した重要な政

策を選び、それを中心に政策の形成や決定プロセスの特徴を理解する。また、課題先進国といわれている

日本の高齢者福祉政策を中心に、日本政府が、どのような政策環境の下で、どのような政策で対応してき

たか、また、マクロレベルで少子高齢社会と関連してどのような課題が残されているか学ぶ。  

８．学習目標 

１．社会福祉政策学を学ぶ意義や重要性について学習してから、政策の概念から関連して専門用語などを

理解する 

２．政策学に関する基本的な理論について理解する（たとえば、政策の類型、政策形成と決定プロセス、

政策環境、政治アクター、政策執行、政策評価）などについて理解する 

３．政策環境として少子高齢化社会と財政関係について理解する 

４．高齢者福祉政策と関連し、需要な政策転換を行われたいくつかを政策を事例として取り上げ、その政

策の形成や決定過程の特徴を理解する 

５．福祉国家と福祉政策の関係について福祉レジーム論を中心に考察し、理解する  

６．市場の失敗から大きな政府論が登場し、政府の失敗から小さな政府論が登場したが、福祉政策におけ

る政府と市場の役割へ画について理解する 

７．政策執行と政策評価の方法について理解する 

８．日本の高齢者福祉政策と関連し、学ぶ点や課題について理解する 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

福祉政策の中、一つの政策事例を選び、その政策の形成や決定過程の特徴について本授業で理解された理

論モデルを利用してその内容をまとめて小論文で提出する。 

  

10．教科書・参考書 

・教材 

【教科書】飯田周一『社会福祉政策３版』有斐閣、2014 年 3 月 

尹文九『高齢社会の政治経済学―日本の高齢者福祉政策を中心にー』 

        ミネルヴァ書房、2017 年 10 月 

 参考書 宮川公男『政策科学の基礎』東洋経済新報社、1998 年   

     宮川公男『政策科学入門』、東洋経済新報社、1999 年 

     武川正吾『福祉レジームの日韓比較』東京大学出版会、2006 年 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

 小論文：論文の構成から文章の連結などが論理的になっているかどうか 

     内容が設題の沿ってまとめられているかどうか 

 授業態度：授業の出席率と授業の参加度（たとえば、積極的に質問をしたり、自分の意見を表現したり

しているか） 

      与えられた課題について調べ、その内容を理解しているか 

○評定の方法 

小論文：３０％ 

 授業態度（参加の積極性など）：７０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

次回の授業のキーワードを授業前に調べて理解してから、授業に参加すると、授業がさらに楽しくなると

思う。 

13．オフィスアワー 別途通知する 

14. 学習の展開及び内容【テーマ，学習の目標，学習の内容，キーワード，学習の課題，学習する上でのポイント等】 

1 . テ ー マ シラバス説明、社会福祉政策学を学ぶ意義や重要性について 

【学習の目標】 授業全体の流れや政策学を学ぶ意義について理解する 

【学習の内容】 今なぜ、社会福祉政策が重要なのか、まだ、それを学ぶ意義は何か、などを理解する 

【キーワード】 政策学 

【参考文献】  飯田周一『社会福祉政策 3 版』有斐閣アルマ、2014 年 

2 - 3  . テーマ 政策と政策類型 

【学習の目標】 政策の概念や政策の類型  

【学習の内容】 １、政策の概念を政治、意思決定（無意志決定）企画、計画など比較検討する 

２、政策の類型ついて職制や性格による政策の類型について 

３、政策学の研究する方法 

【キーワード】 政策、政策学、社会福祉政策、制度、意思決定  

【学習の課題】 理解できなかった専門用語は復習して理解できるようにする 

【参考文献】  前掲書  

【学習する上での留意点】 それぞれの専門用語の違いを正確に理解する 

4 - 5  テ ー マ 福祉政策の歩み  

【学習の目標】 20C の先進諸国家（福祉国家）の福祉政策の歴史について理解する 

【学習の内容】 １、社会福祉政策の変動モデル  ２、戦前の福祉政策   ３、福祉国家の助走 

 ４、日本の福祉国家への道    ５、福祉国家への批判 



 

 

【キーワード】 社会福祉変動モデル、日本型福祉社会、福祉国家 

【学習の課題】 福祉国家と福祉社会の違いについて理解する 

【参考文献】  前掲書 

6 - 7 . テ ー マ 福祉政策におけるパブリックと市場経済の役割 

【学習の目標】 マクロレベルでの政府と市場の役割の変化を理解する 

【学習の内容】 １、市場の失敗 ２、政府の失敗 ３、小さな政府論 ４、公共選択理論 

【キーワード】 同上 

【学習の課題】 公共選択理論が福祉政策に及ぼした影響について理解する  

【参考文献】  前掲書と資料配布   

【学習する上での留意点】 新保守主義について理解する 

8-9 テーマ 公的責任の確立と生活保護法  

【学習の目標】 なぜ、福祉分野における公的責任が重要になってきたのか、また、それによって、出来た生活保護制度を中心に学

習する 

【学習の内容】 １、生活保護制度の原則や原理、内容について学習する 

２、旧制度はなぜ、新制度に政策転換をしなければならなかったのかについて当時の政策環境にフォカースを置い

て、朝日訴訟を事例に取り上げながら学習する 

【キーワード】 生活保護制度の原則、社会権 政策環境 朝日訴訟 

【学習の課題】 生存権、社会権などについて理解する  

【参考文献】  前掲書   

【学習する上での留意点】 なぜ、急に政策転換が行わなければならなかったのかについて理解する   

10-11.テーマ 社会福祉法と福祉サービス 

【学習の目標】 時代別にどのような政策環境の下で、社会福祉と関連したどのような法律が制定されたのかについて理解する 

【学習の内容】 １、社会福祉法の経過   ２、社会福祉関連諸法の改正   ３、福祉改革   ４、福祉文化 

【キーワード】 福祉三法、六法、福祉改革、福祉八法  

【学習の課題】 なぜ、改革が必要なのか、何の目的から大きな改革をしなければならなかったのかについて理解する 

【参考文献】  前掲書と配布資料  

【学習する上での留意点】 改革の際、目的と目標に違いについて理解する   

12-13.テーマ 社会福祉の費用と財政   

【学習の目標】 社会福祉の財政について社会福祉給付費や関係費を中心に理解する   

【学習の内容】 １、財政とは   ２、予算制度と会計   ３、社会保障給付費と関係の内容   ４、国民負担率 

 ５、国と地方との財政関係   ６、財政をめぐる課題について 

【キーワード】 財政、予算制度、会計、民生費、地方交付税、社会保障給付費 

【学習の課題】 社会福祉政策を実施するためには財政のバックアップが重要であることを理解する 

【参考文献】  前掲書と配布資料   

【学習する上での留意点】 専門用語の内容を明確に理解する 

14-15 .テーマ 政策環境と政治アクター  

【学習の目標】 政策環境にはどのようなものがあるかについて少子高齢社会と関連して理解する 

【学習の内容】 １、政策環境の意義   ２、政策環境として少子高齢化社会   ３、政治体制と政策関係 

 ４、政策決定過程のアクター（参加者）   ５、政策企業家 

【キーワード】 政策環境、政治アクター、少子高齢化社会、政策企業家 

【学習の課題】 政策環境は政策決定とどのような関係にあり、それが政策のどの部分に影響しているのかを理解する 

【参考文献】  尹文九『高齢社会の福祉経済学』ミネルヴァ―書房、2017 年 

【学習する上での留意点】 社会政策と関連し、少子高齢社会をめくる諸問題点を理解する 

16-17.テーマ 福祉国家と福祉政策  

【学習の目標】 福祉国家と福祉政策について特に福祉レジーム論を中心に福祉国家を理解する  

【学習の内容】 １、福祉国家と福祉社会 ２、社会福祉政策に発展移管する理論 ３、福祉レジーム ４、権力資源動員モデル  

【キーワード】 福祉レジーム、福祉国家、権力資源動員モデル 

【学習の課題】 政策決定理論モデルの中、自分が好きなモデル選び、その内容を調べ、理解した内容をまとめる  

【参考文献】  前掲書と配布資料  

【学習する上での留意点】 福祉レジームの内容を明確に理解する  

18-19 テーマ 社会福祉政策決定の理論モデル 

【学習の目標】 社会福祉政策を決定する際、どのような理論モデルがあるかについて理解する  

【学習の内容】 １、政策決定理論モデル ２、日本の政策決定に関する理論 ３、政策形成プロセス、４、政策議題の設定 

【キーワード】 合理的な意思決定モデル、満足モデル、エリート理論、政策議題 

【学習の課題】 それぞれ政策決定理論モデルの長点と問題点について理解する 

【参考文献】  前掲書と資料配付 

【学習する上での留意点】 政策議題設定に影響を及ぶ要因について明確に理解する  

20-21 テーマ 日本の高齢者福祉政策の歴史 

【学習の目標】 少子・高齢化の政策環境の変化に対して日本政府が具体的にどのように対応してきたかを理解する  

【キーワード】 １、歴史・制度的アプローチ―研究方法   ２、歴史から見た日本の高齢者福祉政策の変化 

   ３、日本型福祉社会論   ４．福祉文化と福祉政策 

【学習の課題】 政策形成と決定の際、政策環境として高齢化率と選挙と関連性について理解する 

【参考文献】  前掲書   



 

 

【学習する上での留意点】 なぜ、日本政府は高齢者福祉政策においては、約 10 年程度で大きな政策転換が行われてきたのかを理

解する 

22-23 テーマ 政策の窓理論モデルと介護保険法の決定過程   

【学習の目標】 政策の窓理論モデルを用いつつ、介護保険制度の政策形成及び決定過程を理解する  

【学習の内容】 １、キングンの政策の窓理論モデル   ２、介護保険制度の政策形成過程   ３、介護保険制度の決定過程 

【キーワード】 政策の窓理論モデル、介護保険制度、政策形成と決定 

【学習の課題】 政策の窓に理論モデルと合理的理論モデルの違いについて理解する    

【参考文献】  前掲書   

【学習する上での留意点】 政策形成過程と決定過程における、特に政治アクターを中心にその役割などを理解する 

25-26 テーマ 政策執行と老人医療政策（老人医療費無料化制度） 

【学習の目標】 老人医療費無料化を事例として政策執行の内容を理解する   

【学習の内容】 １、政策施行の重要性   ２、政策形成と執行の関係   ３、キャンベルの政策類型モデル 

 ４、老人医療費無料化制度   ５、政策執行に影響を及ぼす要因 

【キーワード】 政治・行政一元論と二元論 大きくて新しい決定モデル、老人医療無料化制度 福祉元年 

【学習の課題】 政策環境として住民運動や住民参加について理解する 

【参考文献】  前掲書   

【学習する上での留意点】 政策執行は政策環境、特に、経済や政治的な要因によって大きく影響を受けやすいが、第２セクターと

は異なることを理解する 

27-28 テーマ 政策評価と事例研究  

【学習の目標】 政策評価の意義と評価の方法について理解する  

【学習の内容】 １、政策評価の意義や目的   ２、政策評価の難しさ   ３、政策評価の方法   ４、政策評価の限界 

【キーワード】 formative 評価  summative 評価 効率性 効果性 妥当性 

【学習の課題】 なぜ、政策の評価は民間と比べ、容易ではないのかについて理解する 

【参考文献】  資料配付  

課題研究１ 

課題研究テーマ：「日本の社会保障政策の変化について」 

     目的：日本の社旗保障政策の変化を理解する。 

     文字数：2000 字以内 

     提出日：7 回授業後 

          提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を行う。 

     事後学習：初めの講義の際、詳しく説明する。 

課題研究２ 

課題研究テーマ：「高齢者福祉政策について」 
     目的：日本の高齢者福祉政策の内容を理解する。 
     方法：高齢者と関連した政策の中で興味あるものを一つ選び、それについてまとめる。 
     文字数：2000 字以内 
     提出日：13 回授業後 
          提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を行う。 
     事後学習：初めの講義の際、詳しく説明する。 

 

 

  



 

 

１．科目名（単位数） 上級社会福祉研究法 （4 単位） 

３．科目番号 

 

SSMP7208 

 ２．授業担当教員 
金 貞任、先崎 章、大山 勉、田中 喜美子、尹 文九、大島 

一成 

４．授業形態 演習形式 ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
履修条件は特になし 

７．講義概要 

現代社会では、社会福祉の諸課題が広範囲に顕在化しており、グローバル視点を備えた研究者および高度

専門家の育成が求められている。社会福祉博士論文では、社会福祉の現状・事実を発見し、これらのニーズ
に対応できるように多面的・学際的アプローチを取り入れた分析、社会福祉施策や実践の実証的な評価、検
証を行い新たな施策や実践のモデルを提示することが求められている。研究論文はレポートに似た作業で作

成されるが、理論の応用と結論の独自性などが重要である。 

この講義では、博士論文を作成するために必要な研究方法を発見することを目的とする。そのために、各
種研究方法論の概略と具体的な研究の事例を多方面・多角的に紹介する。具体的には、博士論文の書き方、

各研究テーマに適切な社会福祉と家族社会学理論、ソーシャルワークにおける量的研究の多変量解析と事例
研究の方法として KJ 法、グラウンデット・セオリー、シングル・システムなどを学習し応用を目指す。   

博士課程での研究は、院生自身の問題意識に従って、社会福祉現場での課題を解決するために行われる活

動であり、課題を解決するための検討を繰り返していく中で幅広い視点や探索的な分析により的確な解決方
法を発見し、既存の視点などを再構築することを目指す。研究者としてのキャリアの形成のために、適切や
研究方法を応用し、自分自身の専門領域を確立するために研磨する。 

８．学習目標 

１．博士論文の書き方の理解 

２．社会福祉に関連する理論の学習と応用 

３．先行研究の批判的検討と問題点の抽出、仮説を作成する能力 

４．応用科学としての社会福祉専門職の理解 

５．量的研究法と質的研究法の長所と短所の理解 

６．批判的考察と今後の課題の抽出 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

毎回提示された本や論文をレビューすること、論文の作成と効果的プレジェンテーション方法 

10．教科書・参考書 

・教材 

【教科書】 

担当教員が毎回授業で本や論文などを提示 

 

【参考書】  

・平山尚、武田丈、藤井美和、『ソーシャルワーク実践の評価方法：シングル・システム・デザインによる

理論と技術』中央法規、2002 年。 

・アメリカ心理学会（APA）．Publication Manual of the American Psychological Association (『第 2 版論
文作成マニュアル』), 医学書院、2011 年。 

・Henry E. Brady and David Collier, eds. 2009．Diverse Tools, Shared Standards(『社会科学の方法論争』)

勁草書房 

野々山久也ほか、『家族社会学の分析視角』ミネルヴァ書房、2001 年 

・高坂健次など『講座社会学 理論と方法』東京大学出版会、1998 年。 

・森山和夫『社会学の方法的立場』東京大学出版会、2013 年。 

・ 斎藤嘉孝、『社会福祉調査－企画・実施の基礎知識とコツ』新曜社、2010 年 

・川喜田ニ郎『発想法』中公新書、1967 年。 

・Allen Rubin & Earl R. Babbie, 2018. Research Methods for Social Work. CA: Brooks/Cole. 

・Martin Bloom, Joel Fischer, & John Orme, 1999 Evaluating Practice, Guidelines for the Accountable 

Professional, Boston: Allyn & Bacon. 

・Dean Hepworth, Ronald Rooney, & Jo Ann Larsen, 1997 Direct Social Work Practice: Theory and 

Skills, Pacific Grove, CA: Brooks/Cole 

・Tony Tripodi (1994). A Primer on Single-Subject Design for Clinical 

・Social Workers. Washington D.C.: NASW Press. 

11．成績評価の規準
と評定の方法 

○成績評価の規準 

学習目標を基準として担当教員 4 名が授業中発表・課題を評価する。小論文ではテーマをよく理解し、適切
な方法をとり、深いレベルで論じられているかを基準とする。 

○評定の方法 

成績の評価は、本や論文のレビューと発表、論文の発表によって決める。 

小論文１    ：20％ 

発表・授業中課題：80％ 

12．受講生への 

メッセージ 

本大学院は、将来の日本の社会福祉専門職の教員や指導者を養成することを目指している。本学の博士論
文の基準は、学会雑誌に出版する必要があり、なおかつ、世界的視野からみても上級レベルが求められてい

る。研究法の習得は、福祉専門職の知識と技術の発展に欠かすことができない分野である。全力を尽くし、
学習に専念することが求められる。 

13．オフィスアワー 別途通知する。 

14. 学習の展開及び内容【テーマ，学習の目標，学習の内容，キーワード，学習の課題，学習する上でのポイント等】 

1～2．テーマ 論文の作成、論文の構成と内容について （金） 

【学習の目標】 ・論文の種類と論文の記述に関して議論する。 

・効果的な論文の作成を吟味する。 

・論文の構成と論文の内容を効果的に示す方法を議論する。 

【学習の内容】 ・論文の種類について学習する。 

・論文発表の倫理基準、科学的知識の正確さ、引用文献を表記する理由について探求する。 

・論文を構成するセクションと内容を学習する。 



 

 

【キーワード】 論文の種類、科学的知識、論文の構成、引用文献 

【学習の課題】 各自の論文の構成と内容を探索的に探る。 

3～4．テーマ 理論の応用とプレジェンテーションについて （金） 

【学習の目標】 ・博士論文を作成する時、理論を用いる重要性を学習する。 

・学会での口頭発表・論文審査の時などプレジェンテーションの方法について探求する。 

【学習の内容】 ・高齢者を対象とした論文では、どのような理論が用いられているかを探る。 

・論文の作成の時、理論を用いる意義について探求する。 

・プレジェンテーションのためのパワーポイントの作成について学習する。 

・プレジェンテーションは、どのようにすれば効果的であるかを議論する。 

・論文を発表する。 

【キーワード】 理論の応用、博士論文、論文審査、プレジェンテーション 

【学習の課題】 ・高齢者を対象とした論文では、どのような理論が応用されているかを学習する。 

・プレジェンテーションの長所と短所について学習する。 

・パワーポイントの作成の時、気を付けなければならない点について学習する。 

5 ． テ ー マ 医療・保健分野の研究手法を社会福祉分野の研究に生かす（先崎）  

【学習の目標】 ・①博士論文の書き方の理解、②社会福祉に関連する理論の学習と応用、③先行研究の批判的検討と問題点の抽出、 

仮説を作成する能力、④量的研究法と質的研究法の長所と短所の理解、⑤批判的考察と今後の課題の抽出 

【学習の内容】 ・量的研究の前提となる概念の操作的定義・分析・考察の展開について、医療・保健分野を例に学び取る。 

・質的研究の手法となるインタヴュー調査について、症例報告を例に学び取る。 

・（講義の際の教材は、各回プリントで配布する。） 

【キーワード】 研究プロセス、仮説検証、研究デザイン、実践研究、介入研究、質的研究、量的研究、統計解析 

【学習の課題】 修士課程で学習し実践した内容をさらに発展させる。 

6~8. テーマ 精神保健医療福祉領域における研究法の系譜（先崎） 

【学習の目標】 ・社会福祉学における「根拠に基づく実践」(evidence based practice:EBP)は、医学における evidence based 

 medicine(EBM)から派生したものである。後者に対する反立として narrative based medicine(NBM)の流れも 

ある。それぞれを量的研究と質的研究に対応させながら、両方の流れに通底する研究の実際を学ぶ。 

【学習の内容】 ・最近 5 年間の（社会）精神医学誌、リハ医学誌、社会福祉関連の学術誌に掲載されている原著論文から 

・博士論文レベルで上記①～⑤の事項について学べる論文を、各回、数編選び紹介、方法や工夫について学ぶ。 

・（講義の際の教材は、各回プリントで配布する。） 

【キーワード】  精神保健、高齢化社会、リハビリテーション、地域包括ケアシステム、医療、社会福祉 

【学習の課題】 ・最近の社会福祉関連博士論文の水準について、十分に把握する。 

9～10.テーマ リサーチクエスチョン設定の背景にある社会福祉の観点（大山） 

【学習の目標】リサーチクエスチョンを立てる際の社会福祉の観点を意識し明確化する。 

【学習の内容】研究論文における研究上の問い（リサーチクエスチョン）は、論文構成上大きな意義を持つ。その背景にある社会福

祉の価値、理論、観点などを言語化し、論文全体に貫くことを演習を通して体感できるような内容とする。 

【キーワード】医学モデル、社会モデル、ノーマライゼーション、生活の質（QOL）、Evidence Based Practice  

【学習の課題】各自の現時点での論文のテーマおよびリサーチクエスチョンについて、発表し受講者がその内容についてディスカッ

ションを行うことを通じて、上記の観点を意識し明確化する。 

11～13.テーマ 博士論文の研究デザインを構想する（大山） 

【学習の目標】リサーチクエスチョンを明らかにするために必要なデータは何か、またデータ分析の方法を理解する。 

【学習の内容】各自の論文テーマに対して研究デザインを構想する。  

【キーワード】研究デザイン、質的研究、量的研究、ミックス法  

【学習の課題】参考図書：John W. Creswell 著『研究デザイン －質的・量的・そしてミックス法』日本看護協会出版会 2007 年 

の読み合わせを行い、その後各自またはグループで論文テーマに対応した研究デザインを構想し発表する。   

14～15 テーマ 学問と博士論文の位置付け (尹)       

【学習の目標】各国によって学問、特に博士論文に関する意味、規定や条件などが異なっているが、日本での博士論文の位置付けを

理解する。 

【学習の内容】 ①学問と研究とはないか ②社会科学という学問の中で社会福祉学の位置付けと社会福祉学の特徴と研究領域 

        ③博士論文の構成と書き方 ④応用学問として社会福祉学の理解 

【キーワード】 学問、研究アプローチ、博士論文、応用学問 

【学習課題】  博士論文を理解してから興味あるテーマを考える。 

 

 

 

         

【キーワード】  

【学習の課題】  

16～18 テーマ 博士論文の実際 (尹)    

【学習の目標】 博士論文の中でマクロ、ミクロ研究の違いついて、そして博士論文を完成させるためには実際何が必要なのかにつ

いて理解する。  

【学習の内容】①マクロ、ミクロ研究とは ②政策研究の意味 ③博士論文の章立てとは ④高齢者福祉政策の重要性について 

【キーワード】マクロ、ミクロ研究 政策 章立て 政策転換 

【学習の課題】マクロ研究と関連させながら政策に関する基本的な理論を理解する。 

  1 9 . テ ー マ 社会福祉実践の評価、または、効果測定とは何であるか、なぜ必要としているのかを修得する。 （田中） 

【学習の目標】 専門職として発生してきた実践評価の課題に関して、社会福祉専門職としての歴史的発展段階から分析を加え、科

学的実践的意味を解明する。実践評価が必要な理由を解明する。社会福祉実践の評価、効果測定、シングル・シス



 

 

テム・デザインとは何か、なぜ必要であるかを学習する。 

【学習の内容】 ・実践評価、または、実践の効果測定の意味、目的とは何かについて学習する。 

・実践評価の中で最も科学的程度が高い集団比較実験調査研究法とシングル･システム･デザインとを比較検討する 

・実践評価と実践の統合化は、いつ、どのような理由で起こったのか、底辺にある理由を学習する。 

・シングル・システム・デザインの主要要素について学習する。 

【キーワード】 実践評価、実践の効果測定、個人情報と調査倫理、シングル・システム・デザイン  

【学習の課題】 ・集団比較実験調査計画法を社会福祉実践に応用した場合に、どのような問題が起こるか。実践面と調査・研究面

から吟味する。 

・シングル・システム・デザインの実践に応用した場合、長所と短所を明確に記述する。 

20～21 テーマ 
集団比較実験調査計画法の主要概念、ランダム化された治験を学習し、シングル・システム・デザインと比較検討

し、類似点と相違点を明確にする。 （田中） 

【学習の目標】 シングル・システム・デザインの実践への応用の第一歩として、クライエントの提出する問題の特定化と目標の設

定が行われる。問題・目標を漠然とした概念から、具体的な概念にするという過程が含まれる。問題の特定化とは、

まず、概念の操作定義をする必要があり、次に、測定、または、客観的に観察できることである。実践のインテー

クの段階をシングル・システム・デザインでは、基礎線（ベースライン）と呼び、アセスメントの結果、選択され

る介入と区別している。ここでは、実践の過程と評価の過程を比較しながら、効果測定方法の理解が期待される。 

【学習の内容】 ・問題の特定化と目標設定の過程の理解と実行を試みる。 

・基礎線（ベースライン）と介入の明確な定義と区分について学習する。 

・概念の操作定義を学習する。 

・測定とはどのような意味か、客観的観察とはどのような意味があるか学習する。 

・シングル・システム・デザインを実践に応用する過程を理解し、実践する。 

【キーワード】 集団比較実践調査計画法、ランダム、基礎線（ベースライン）、介入、実践過程、概念定義、操作的定義、客観的

観察、問題の特定化、目標設定   

【学習の課題】 ・事例を使用して問題の特定化と目標を具体的に設定する。 

・実践を基礎線（ベースライン）期間と介入期間に分けて、実践の過程を考察する。 

・クライエントが提出する問題の特定化について、問題の理解と実行を試みる。 

・クライエントが提出する問題に関して、漠然とした問題から測定できる問題に記述できる技術を学習する。 

22～23 テーマ 
質的研究法（KJ 法、SCAT(Steps for Coding and Theorization)法、M-GTA(Modified Grounded Theory Approach)、

エスノグラフィー調査法、会話分析法など）で書かれた論文を読みながら種々の質的研究法を概観する。 （田中） 

【学習の目標】 質的研究法の KJ 法・SCAT(Steps for Coding and Theorization)・M-GTA(Modified Grounded Theory Approach)・

エスノグラフィー調査法・会話分析法などで記述された論文を読みながら社会福祉に有用な種々の質的研究法を理

解する。 

【学習の内容】 ・質的研究法とは何か、KJ 法・SCAT(Steps for Coding and Theorization)、M-GTA(Modified Grounded Theory 

Approach)・エスノグラフィー調査法・会話分析法などの特徴・主な概念、段階あるいはプロセスなどについて

学習する。 

・質的研究法に基づいて書かれた論文を通して、質的研究方法を学ぶ。 

【キーワード】 叙述化、図解化、現象の構造化、発話内容の「テクスト」記入、４ステップコーディング、カテゴリーのグルーピ

ング、ストーリー・ライン、理論記述 

【学習の課題】 ・ブレインストーミングと KJ 法：多くの意見・アイディアをグループ化し、論理的に整序して問題解決の道筋を

明らかにする。 

・SCAT 法の発話内容の「テクスト」記入、ステップコーディングに関して学習する。 

・M-GTA 法のカテゴリー・グルーピング、ストーリー・ライン形成に関して学習する。 

2 4 . テ ー マ ストラウスとグレーザーによる「グラウンデッド・セオリー・アプローチ」（大島） 

【学習の目標】 急速な社会変動によって、これまでの演繹的方法（既存の理論モデルから研究の設問と仮説を導き出し、それらを

実証的データと比較し検証する）は、研究対象の多様性に十分に対応できなくなった。それゆえ、質的研究への関

心が高まっているが、ここでは、その代表とも言える。Grounded Theory Approach をとりあげ、批判的に吟味し

てみる。 

【学習の内容】 １．シカゴ大学でフィールドワークを学んだ Straus とコロンビア大学で統計的手法を学んだ Glazer がカリフォル

ニア大学看護学科で一緒になり、この方法に基く『死のアウエアネス理論』という記念碑的名著を結実させた。 

２．この方法がもっとも適合するのは、研究対象とする現象がプロセス的性格（始まり、展開し、終わっていく）

をもつヒューマンサービス領域であり、人間と人間とが直接的にやりとりする社会的相互作用を理論化できる。 

【キーワード】 作業項目：研究テーマ、分析テーマ、分析焦点者、ワークシート（概念生成）、カテゴリーとコアカテゴリー、結

果図とストーリーライン、グラウンデッド・セオリーの記述 

分析の機能項目：継続的比較分析、理論的サンプリング、理論的メモ（ワークシート内）、理論的メモ・ノート、

理論的飽和化、理論的センシティビティ、感受概念(sensitizing concepts) 

【学習の課題】 この方法にはいくつかのヴァージョンがあり、本邦では木下康仁による（データの切片化をしないで、ワンスポッ

ト型の研究に適する）修正版が多く用いられているが、原版に立ち戻って、その核心を把握してみよう。 

【参考文献】  Ｂ．Ｇ．グレイザー、Ａ．Ｌ．ストラウス著（木下康仁訳）『死のアウエアネス理論と看護』医学書院、1988 年 

        Ｂ．Ｇ．グレイザー、Ａ．Ｌ．ストラウス著（後藤隆ほか訳）『データ対話型理論の発見』新曜社、1996 年 

木下康仁編著『分野別実践編 グラウンデッド・セオリー・アプローチ』弘文堂、2005 年 

木下康仁著『ライブ講義 M-GTA：実践的質的研究法』弘文堂、2007 年 

木下康仁著『グラウンデッド・セオリー論（現代社会学ライブラリー17）』弘文堂。 

 

25～26 テーマ フーコーのコレージュ・ド・フランス就任講演「言説の秩序」を読み解く（大島） 

【学習の目標】 数ある質的研究法のなかでも最先端と言えるのがフーコー派言説分析(Foucauldian Discourse Analysis)であり、



 

 

社会心理学を皮切りに、すでに社会福祉学への応用も始まっている。その端緒となったフーコーのコレージュ・ド・

フランス教授就任講演「言説の秩序」（邦訳あり）を詳細に読み解き、その現代的意義にふれてみる。 

【学習の内容】 １．フーコーの仕事は、狂気、倒錯、刑罰などをめぐって西欧の知の深部を照射するものであったが、ここでは、

その哲学的含意にはあまり立ち入らずに、あくまでもひとつの「社会理論」として読んでみることを奨める。 

２．なぜ彼はラング（言語）やパロール（言葉）ではなく、ディスクール（言説）を問題にしたのか、なぜエノン

セ（言表）という用語によってそれを基礎づけたのか、このことを理解することが出発点になる。 

【キーワード】 外的な排除のシステム（禁止、狂気、真理）、内的な排除のシステム（注釈、作者、学問）、適用の限定条件（儀式、

学説、教育）、言説、言表、出来事 

【学習の課題】 １．若きフーコーは精神病院のなかで、医者でも患者でもない立場から事態を見据えたのであり、このことが彼を

して「狂人の発話」をも排除することなく、しかるべき場所へと位置づけうる言説分析の手法を確立せしめた。 

２．本テーマについての学習は、現代の精神保健福祉におけるキーワード「リカバリー」（障害があろうとなかろ

うと自分の人生を取り戻す）を単なるスローガンに終わらせないためのひとつの努力であると考えられたい。  

【参考文献】  Ｍ．フーコー（慎改康之訳）『言説の領界』（河出文庫）、河出書房新社、2014 年 

Ｃ．ウィリッグ著（上淵寿ほか訳）『心理学のための質的研究法入門―創造的な探求に向けて』培風館、2003 年 

美馬達哉著『生を治める術としての近代医療―フーコー『監獄の誕生』を読み直す』現代書館、2015 年   

【学習する上での留意点】 グローバリゼーションおよびＩＴ革命の進展によって、われわれの学問の地形は今や一変している。か

つて聴衆に眩暈をもたらしたフーコーの斬新な構想は、現代においてこそ、格別のリアリティーを獲得

し始めているように思う。 

27～28 テーマ DSM の診断の妥当性とその限界 多文化精神医学、民族精神医学の相補主義の立場から（大島） 

【学習の目標】 1．精神医学特論で学習した DSM-Ⅳから DSM－5 に至る診断概念の変遷を確認・理解する。 

        2.  DSM 診断の妥当性について、いくつかの疾患について多文化精神医学の観点から検討する。 

        3．一つの理論から臨床的事象を説明することの限界から 二つの理論を使い分ける相補主義の考え方を知る。         

【学習の内容】 DSM-Ⅳは、診断の信頼性が高いため、精神科領域の国際的研究では広く用いられてきたが、その妥当性について

（例えば生物学的マーカー、治療反応性など）検証中であるが、精神保健医療福祉の共通言語としての有用性から、

ICD-10 とともに用いられてきた。DSM-5 は、カテゴリカルからディメンジョナルな分類へとシフトしつつあり、

精神医学が岐路に立たされていることを告げた。 

                例えば DSM－５における PTSD は民族精神医学の視点からは別の捉え方をすることが可能である。デンマークの

物理学者 N.ボーアは「電子の位置と速さ、光の粒子性と波動性など二つの量が観測者の影響から同時に測定でき

ない関係にある現象」について相補性という概念を提唱し、互いに排他的な性質を統合し、相互に補うことで初め

て系の完全な記述が得られると認識論に拡大した。G.ドゥブル―は、相補性を精神医学にも導入し、二つの文化が

衝突するときの症状発現を原文化に所属する患者と西欧モデルの治療システムの二重性を問題にし、民族精神医学

を提唱した。その後継者、T.ナタンは、「いくつかの生の事実が二つの言説（民俗学的、心理学的）を引き出す」

ことに着目し、この二つの言説は、「同時にとらえることができないこと、またこの特異性が生の事実からではな

く、それを説明しようとする科学的手続きに由来していること」を G.ドゥブルーは示している、とナタンは論じた。

民族精神医学はその基本的手続きのなかに二重性と境界の概念を含んでおり、二つの異なった精神分析と人類学と

いう言説を使いこなすことを前提にしており、さらに、明確に境界を定められた領域ではなく、領域の限界を探索

し研究対象とする点が独創的であるとナタンは主張した。本講義では、症例を提示し、相補性、二重性の臨床的問

題を考察する。 

【キーワード】 民族精神医学、民族精神分析、相補性、二重性、観測者 

【学習の課題】 １．多文化における患者・ユーザーの訴え、要望、症状を二つの文化に所属するものとして相補的に理解すること

ができる。 

        ２．研究の主題を選び、研究方法を考えるとき、測定する事象が複数のシステムから由来しているのではないか、

方法によっては観察者の影響が無視できないのではないか考慮し、アプローチを考えることができる。 

【参考文献】  G.Devereux.la renonciation à l’identité.Editions Payot, Paris,2009 

        T.ナタン（松葉祥一他訳）『他者の狂気 臨床民族精神医学試論』、みずず書房、2005 

【学習する上での留意点】 他者への好奇心を持ちながら、研究テーマを選んでほしい。 

課題研究１ 

 課題研究テーマ：受講生の博士論文の先行研究を批判的にレビューして下さい。 

 レポート形式：A4 の 4 ページ以内 

 作成手順：１）先行研究の現状、２）先行研究の問題点、３）先行研究のまとめ 

 引用文献：８つ以上 

 実施時期：3 回目の授業終わった後 

 提出期限：4 回目の授業の時 

事後学習：コメント・意見交換に基づきレポートを修正する。 

課題研究２ 

課題研究テーマ： 
近藤克則 著「研究の育て方：ゴールとプロセスの見える化」 医学書院 2018 年発刊 を読み、自身の社会福
祉研究にて取り入れることのできるところ、逆に取り入れることのできないところを理論的にまとめなさい。 
レポート形式：1200字～2400字で論じて提出して下さい。 

本は先崎が貸し出します。 
実施時期：7 回目の授業が終わった後 

 提出期限：8 回目の授業の時 

事後学習：コメント・意見交換に基づきレポートを修正する。 

 

  

 

  

  



 

 

１．科目名（単位数） 精神保健福祉論特殊講義 （4 単位） 

３．科目番号 

 

SSMP7205 

 ２．授業担当教員 大島 一成 

４．授業形態 講義およびディスカッション、精神科病院での実習 ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
履修条件は特になし 

７．講義概要 

障害者権利条約（2006 年）以降の、精神保健福祉の現況にコミットするため、Michel Foucault の諸著

作を参照しながら方法的視座を固める。この哲学者については、近年、障害論や福祉国家論の文脈でも多

くの論集が編まれている。社会権と自由権の統合モデルが謳われるなかで、彼の生-権力論はますます現代

的な意義を獲得した。Foucault の革新的な思想を理解するだけでなく、彼を生んだフランスでの同時代の

精神医療における二つの動き、精神病患者への精神療法の試みから生まれた施設精神療法（制度を使った

精神療法）の J.Oury と P.C.Racamier の論争、そしてフランスの地域精神医療システム Sectorisation を

対比して理解する。 

また、米国における米国精神医学会の治療ガイドラインを読み解き、コンテンポラリな問題場面を抽出す

る。目玉は、ドイツ語圏精神病理学を背景にしたボン大学基底症状評価尺度（BSABS）による統合失調症

のアセスメント（実習）である。教員が花村誠一氏と精力的に取り組んでいる研究課題であるが、実際に

評定者として同席してもらう。 

 

８．学習目標 

１）本科目にとって、文書資料を読み解く作業はきわめて重要であり、今日、質的研究法の１つに組み入

れられた「フーコー派言説分析」（Foucauldian Discourse Analysis）の手法を学ぶ。 

２）５年後の見直しを経た医療観察法、障害者総合支援法の運用の状況を吟味しながら、「非自発的入院」

のデュー・プロセスや統合失調症の「病名告知」について、根本から考え直してみる。 

３）米国精神医学会治療ガイドラインにおける心理社会的アプローチ、フランスの地域精神医療システム 

セクトリザシオンにつて調べながら、本邦の精神医療システムについて考えてみる。 

４）岡田らのICFに基づく「精神医療実施計画書」を参考にしながら、精神障害の障害特性によりフィット

させるべく、実際の援助実践を導きうるようないくつかの補助概念を創案してみよう。 

 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

シラバス「14学習の展開及び内容」の各テーマを参照。 

 

10．教科書・参考書 

・教材 

【教科書】 

佐藤光源監訳『米国精神医学会治療ガイドライン・クイックリファレンス』医学書院、東京、2006 年 

世界保健機関（WHO）刊『ICF：国際生活機能分類―国際障害分類改訂版』中央法規、2002 年 

【参考文献】 

G.ドゥルーズ著（宇野邦一訳）：フーコー．河出書房新社，東京，1987． 

M.フーコー著（慎改康之訳）：知の考古学(河出文庫)．河出書房新社，東京，2012 年 

M.フーコー著（渡辺守章訳）：性の歴史Ⅰ．知への意志．新潮社，東京，1986 年 

花村誠一：哲学と精神医学．神庭重信ほか編，専門医のための精神科リュミエール 30『精神医学の思想』， 

pp258-271，中山書店，東京，2012.  

A.ハント、G.ウィッカム著（久塚純一監訳）『フーコーと法―統治としての法の社会学に向けて』、早稲田

大学出版部、東京、2007 年 

広田伊蘇夫著『立法百年史―精神保健・医療・福祉関連法規の立法史』、批評社、東京、2004 年 

五十嵐禎人：強制治療が許されるのはなぜか．神庭重信ほか編，専門医のための精神科リュミエール 30 

『精神医学の思想』，pp191-207，中山書店，東京，2012.  

市野川容孝：生-権力論から見る精神医療の現在―二つの法のはざまで．日本社会精神医学会誌 18：pp 

352-356，2010． 

伊藤哲寛：障害者権利条約と精神医療．精神医学 54：pp125-135, 2012. 

L.マーゴリン著（中川伸俊ほか訳）『ソーシャルワークの社会的構築―優しさの名のもとに』，明石書房、

2003 年 

L. R.モシャ―，L.ブルチ著（公衆衛生精神保健研究会訳）『コミュニティ・メンタルヘルス［復刻版］―新

しい地域精神保健活動の理論と実際』、中央法規出版、東京、2003 年 

岡田幸之ほか：ICF の精神医療への導入．精神医学 49：pp 41-48, 2007. 

佐藤光源ほか監訳『米国精神医学会治療ガイドライン・コンペンディアム』、医学書院、東京、2006 年 

Gross, G., Huber, G., Klosterkötter, M., Linz, M. : BSABS. Bonn Scale for the Assessment of Basic 

Symptoms. 1st English Edition. Shaker Verlag, Aachen, 2008. 

Huber, G., Gross, G.: Basic symptom concept – historical aspects in view of early detection of 

schizophrenia. Neurology, Psychiatry and Brain Research 5 : 183-190,1998. 

Klosterkoetter, J. et. al. : Diagnosing schizophrenia in the initial prodromal phase. Ach. Gen. 

Psychiatry 25 : pp 158-164, 2002. 

Tremain, S. (ed.): Foucault and the Government of Disability. The University of Michigan Press, 2005. 

Hook, D. : Foucault, Psychology and the Analytics of Power. Palgrave Macmillan, New York, 2010. 

 



 

 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

講義でのディスカッション参加の度合、実技の参加、課題論文（論述のテーマをよく理解し、先行研究を

踏まえ説得力ある展開論述ができているか）、によって決められる。 

○評定の方法 

課題論文                 50％ 

授業のディスカッション参加        40％ 

実技参加                 10％ 

12．受講生への 

メッセージ 

Foucault の仕事と精神保健福祉論との遭遇は、けっして奇を衒ったものではない。彼の著作群、『狂気の

歴史』『臨床医学の誕生』『言葉と物』『知の考古学』『監獄の誕生』『性の歴史』をひもとけば、これは必然

のなりゆきであることがわかるだろう。欧米ではすでに立ち上がったかにみえる｢フーコー派ソーシャルワ

ーク｣に向けて、本学の院生が第一歩を踏み出してくれることを期待する。新自由主義的な社会再編が進む

現下の情勢を分析するのに、彼の生-権力論ほど鋭利に働くメスはないと思われる。 

13．オフィスアワー 講義前後。初回授業で通知する。 

14. 学習の展開及び内容【テーマ，学習の目標，学習の内容，キーワード，学習の課題，学習する上でのポイント等】 

1 ～ 3 . テーマ 施設精神療法(制度を使った精神療法) la psychothérapie institutionnelle 

【学習の目標】  

Foucault の著作を繙く前にフランスの精神医療文化を知る。その特徴はセクトリザシオンと精神分析の浸透である。施設精

神療法における病院における精神分析家と看護スタッフの役割の論争を参照し、現代の精神医療の治療チームにおける、医師、

看護スタッフ、 臨床心理士、精神保健福祉士の機能について考えてみる。 

【学習の内容】  

施設精神療法 la psychothérapie institutionnelle という言葉は 1952 年に G.Daumezon らによる精神病患者に対する院内の

治療環境整備の必要性を主張した論文に端を発する。その後 institution(施設/制度)においてどのような枠組みで精神療法を行

っていくのかという問題が提起された。ラカン派の J.Oury と正統派フロイディアン P.C.Racamier の間で論争が起こり、施

設における分析家と看護スタッフの機能に関する理論的相違から施設精神療法は二つに分かれた。Racamier は看護者の精神

療法への参入、とりわけ解釈する行為は、看護の葛藤状況にさらなる混乱を招くものとして警戒すべきで、看護者の職務を客

観的現実性としての調停、伝達および看護に限定する施設的看護が重要と考えた。一方で、入院治療の管理と精神療法を行う

医師の二つの機能とを区別し、二重焦点性と呼んだ。セクターのなかで正統的な精神分析理論を遵守し、施設精神療法が展開

されていった。これに対して、J.Oury の方はセクター医療には参加せず、地方の城館を改装した私設病院 Clinique La Borde

で精神病患者の疎外 aliénation の問題を提起し続け、「制度を使った精神療法」として展開していった。 

【キーワード】  

施設精神療法/制度を使った精神療法、セクトリザシオン、二重焦点性、集団精神療法 

【学習の課題】 

１）施設精神療法の議論では、精神分析家、看護スタッフの機能が論じられたが、現代の治療チームにおいてはどうなるだろ

うか。 

２）精神保健福祉士の機能が、各自のフィールドやオリエンテーションによってどう違ってくるのか、ユーザーにどう働くの

か、ともに考えてみたい。 

【参考文献】 
 大島一成、阿部又一郎著 『フランスの精神科入院制度』, 臨床精神医学4巻3号,2015年 

   他の参考文献は授業中指示する。  

【学習する上での留意点】 

   初期の Foucault に影響を与えた、施設精神療法とは別の「精神病院という institution」での経験について考えてみたい。   

Foucault が「大いなる封じ込め」の古典主義時代の一つの終焉と考えた、Pinel が患者を閉鎖病棟から開放し traitement 

morale をはじめた 1793 年を精神医療の始まりとするなら、精神医療と Oury や Foucault の異議申し立てを対比して考える

ことができる。     

4～6．テーマ フランスの医療システム セクトリザシオン 

【学習の目標】 

フランスの医療システム セクトリザシオンについて理解し、他国の精神医療と比較して双方を検証していく。 

【学習の内容】 

  現代のフランスの精神科医療の第一の特徴はセクトリザシオン sectorisation である。 

セクトリザシオンとは、治療・看護の継続性 la continuité des soins を理念とし、一定人口区域（現在は約 8 万人）を一つの

セクターとし、あらゆる精神科患者に対して精神保健相談と治療へのアクセスが保証され、疾患の早期発見、入院治療、外来

でのフォローまでを、ひとつの地域の治療チームで担う公立精神医療システムである。1960 年に発令され段階的に行われ、

1985 年に法制化され、1986 年に「12 の新しい治療構造」が法的に明記されフランス全土の各セクターでその治療構造を用

いてチーム医療を行えるようになった。また、入院中心の治療から外来や院外施設で患者の主体性を重視した治療へ移行がみ

られ、それに関連して入院治療に関する法改正も行われた。入院治療を規定する法律についても概説する。 

【キーワード】 

セクトリザシオン、治療・看護の継続性 la continuité des soins、患者の主体性、入院患者の人権擁護 

個人精神分析的サイコドラマ、乳幼児精神医学 

【学習の課題】 

１） フランスのセクリザシオンは、世界的な脱施設化の動き（アメリカ、イギリス、ドイツ、イタリアなど）と比べて、どう

違うのだろうか。 

２）１２の新しい治療構造にはどのようなものがあるのだろうか。 

３）フランスの小児精神科医の人口比率は欧州では一番高い。子供の精神医療はフランスではどうなっているのだろうか。 

４）ここ 20 年来劇的に変化してきた日本の地域精神医療と比べて、何が違うのだろうか。 

【参考文献】 

   大島一成、阿部又一郎著『フランスにおける成人の精神科治療システムと法律：非自発的入院における臨床的考察と提言』, 



 

 

精神神経学雑誌114巻4号,2012年 

阿部又一郎、大島一成著『２０１１年法の成立をめぐるフランス精神医療の動向：入院患者の人権擁護と治療をうける義務と

権利』, 精神科 24巻 5号,2014年 

【学習する上での留意点】  

ヨーロッパで起こったことは日本の精神医療でも形をかえておこってくる。日本の制度と比較しながら考えてみたい。 

7 ～ 9 . テーマ Foucault を社会理論として読む 

【学習の目標】 

コレージュ・ド・フランスの教授であった Michel Foucault の全仕事を概観してみる。精神保健福祉論の方法的手立てとする

には、思い切って、彼の哲学を一種の社会理論として読んでみることをお奨めしたい。 

【学習の内容】 

１）Canguilhem によれば、生物学や医学など、生命にかかわる学問においては、認識の枠組みが歴史的に変遷していく。 

２）Foucault の独自性は、こういう着眼を社会規範、つまり人が判断し行為するさいのルールに適用したところにある。 

３）これがさらに、社会秩序を造り上げる実践的・政治的な関心や戦略との関係―「権力の問題系」―で考え抜かれる。 

【キーワード】 

有限性の分析論、人間学的眠り、身体、死、非連続性、ディスクール、ディスクール編制、分散、記録資料、エピステーメー、

認識論的輪郭、出来事、外部性、歴史、知、限界、人間、他者、実定性、権力‐知、主体、侵犯、思考されないもの、真理へ

の意志 

【学習の課題】 

１）Foucault のいう「権力」とは、けっして誰かがもつ「もの」ではなく、人と人の関係の中で働く作用のことである。 

２）70 年代、彼の理論は管理社会論、反精神医学運動、ノーマライゼーションなど福祉国家批判の流れと連携していく。 

３）70 年代終わりに、福祉国家に結びつくのとは別のタイプの、新しい統治形態(ネオリベラリズム)に括目を促した。 

【参考文献】 

A.ハント、G.ウィッカム著（久塚純一監訳）『フーコーと法―統治としての法の社会学に向けて』早稲田大学出版部、2007 年 

10～11.テーマ フーコー派言説分析の要諦 

【学習の目標】 

医学における精神医療も、行政における福祉政策も、いわば「抵抗減弱部」（locus minoris resistentiae）に属する。それだ

けに、Foucault 的な意味で知と権力の絡みが浮上しやすいわけで、彼によって創始された言説分析の威力が倍加されること

になる。 

【学習の内容】 

１）なぜ Foucault はラングやパロールではなく、ディスクール(言説)を問題にしたのか。 

２）なぜ彼はエノンセ(言表)という概念によってそれを基礎づけようとしたのか。 

３）言説がなすのは、ものを描写するために記号を使うこと「以上のこと」だからである。 

【キーワード】 

行為、関係、身体、力、他者、監視（パノプティスム）、権力（間接的）、暴力、権力と知、身体の政治的テクノロジー、装置、

言説（ディスクール）の編成、言表（エノンセ）の機能、編成システムと規則 

【学習の課題】 

１）精神保健福祉の変貌のさなか、われわれは Foucault の言う「以上のこと」を見いだすべく努めなければならない。 

２）フーコー派言説分析の要は､言説よりもその基礎をなす言表の概念のほうで､これを自家薬篭中のものにすることが難し

い。 

３）精神医学を例にとると、ドイツでは「全体」「類型」、英米圏では「基準」「操作」が言表のレベルに相当するものである。 

【参考文献】 

G.ドゥルーズ著（宇野邦一訳）：フーコー．河出書房新社，東京，1987 年． 

M.フーコー著（慎改康之訳）：知の考古学(河出文庫)．河出書房新社，東京，2012 年 

花村誠一：哲学と精神医学．神庭重信ほか編，専門医のための精神科リュミエール 30『精神医学の思想』，pp258-271， 

中山書店，東京，2012 年.  

Tremain, S. (ed.): Foucault and the Government of Disability. The University of Michigan Press, 2005. 

Hook, D. : Foucault, Psychology and the Analytics of Power. Palgrave Macmillan, New York, 2010 

12～13.テーマ 生－権力論からみた精神科医療 

【学習の目標】 

後期 Foucault の「生‐権力」は、私たちの生きる現在を規定し続けている磁場を表現する言葉である。とすれば、援助専門

職にとって、これほど勉強しがいのあるアイテムに遭遇する機会はめったにないだろう。手ごわいが、ここは踏ん張りどころ

である。 

【学習の内容】 

１）｢死なせるか生きるままにしておくという古い法／権利に代わって、生きさせるか死の中に廃棄するという新たな権力が

登場した｣。 

２）「古い法／権利」においては、生は「不作為（laisser）」の結果として、死は「作為(faire)」の結果としてもたらされる。 

３）これに対して、「生‐権力」においては、生は「作為(介入）」の結果として、死は「不作為(不介入）」の結果として現れる。 

【キーワード】 

規律権力と生－政治、生‐権力、ネオリベラリズム（新自由主義）、統治性（governmentality）、ポスト福祉国家型の新たな

統治形態、ポスト・フォーディズム、管理社会、治安と保障のトレード・オフ、精神保健福祉法、医療観察法、自立支援法 

【学習の課題】 

１）医療観察法、自立支援法の相次ぐ成立の背景には、日本の社会の新自由主義的な転回があったと考えるべきである。 

２）ある人のある状態はその人の責任であり、その人が負担を負うべきもので、他の人には義務も責任もないとされる。 

３）市野川にならって、こういう「不作為の正当化」こそ、生‐権力の現代的な現象形態であると考えてもよいだろう。 

【参考文献】 



 

 

M.フーコー著（渡辺守章訳）：性の歴史Ⅰ．知への意志．新潮社，東京，1986 年 

花村誠一：精神科医療における身体の問題―医療観察法の時代に．日本社会精神医学会誌 18：pp 363-370，2010． 

市野川容孝：生-権力論から見る精神医療の現在―二つの法のはざまで．日本社会精神医学会誌 18：pp 352-356，2010． 

伊藤哲寛：障害者権利条約と精神医療．精神医学 54：pp 125-135, 2012. 

L.マーゴリン著（中川伸俊ほか訳）『ソーシャルワークの社会的構築―優しさの名のもとに』，明石書房、2003 年 

14～16.テーマ 米国精神医学会治療ガイドライン 

【学習の目標】 

精神保健福祉領域の援助専門職は、精神疾患ないし精神障害に関する知識を不断にヴァージョンアップし続けなければならな

い。ここでは、米国精神医学会(ＡＰＡ)の治療ガイドランを批判的に検討してみる。 

【学習の内容】 

１）米国の精神医学は生物学的精神医学を標榜しながらも、心理社会的アプローチとの連携体制を強化している。 

２）北米で広く展開中の包括型地域生活支援プログラム（ＡＣＴ）が本邦にも波及してすでに久しい。 

３）援助(ケア)でなく治療(キュア)のためのガイドラインであれば当然かもしれないが、薬物療法が中心に置かれている。 

４）新薬の開発ラッシュが続き、精神科医療全体に、これまでに例のないような変化やひずみをもたらしている。 

【キーワード】 

クイックリファレンス目次：せん妄、アルツハイマー病と老年期の認知症、HIV/AIDS 患者の精神医学的ケア、統合失調症、

大うつ病性障害、双極性障害、パニック障害、摂食障害、境界性パーソナリティ障害、自殺行動の評価と精神医学的ケア 

統合失調症のアウトライン：Ａ．精神医学的マネジメント（症状評価と診断の確定、治療計画の立案と実施、治療関係の確立

と治療アドヒアランスの促進、患者および家族への教育と治療の提供、併存症の治療、患者の社会的な環境と機能への対応、

複数の治療者による治療の統合、入念な治療の記録）、Ｂ．急性期、Ｃ．回復期、Ｄ．安定期、Ｅ．治療抵抗性患者のケアに

おける特別な問題、Ｆ．欠陥症状の治療、G.治療環境と住宅の選択 

【学習の課題】 

１）この種の医学的文書はもとより、自立支援法にとって代わった障害者総合支援法に対しても言説分析を徹底してみよう。 

２）グローバリゼーションおよびＩＴ革命の進展によって、メンタル・ヘルスの全領域に不可逆的な変化が生じつつある。 

３）2013 年のＤＳＭ－５の登場によって、精神疾患のディメンジョナルな病態把握がより必要とされてきた。 

４）統合失調症の軽症化がささやかれ始めて久しいが、これはすなわち多様化でもあり、援助実践はより病態把握を前提とし

た個別な繊細なものになるだろう。 

【参考文献】 

佐藤光源監訳『米国精神医学会治療ガイドライン・クイックリファレンス』、医学書院、東京、2006 年 

佐藤光源ほか監訳『米国精神医学会治療ガイドライン・コンペンディアム』、医学書院、東京、2006 年 

17～19.テーマ Huber 派の基底障害学説について 

【学習の目標】 

統合失調症の病態理論、「９つの区画」（花村誠一氏）は精神病像に即して作図されたものである。統合失調症においては、し

かし、精神病像が消褪しても困難な問題が立ちはだかる。こういう全体経過を包括しうる理論構想として、Huber 派の基底障

害学説に括目する。 

【学習の内容】 

１）基底症状とは、統合失調症の患者が主観的に体験する，病訴としての性格をもつ要素症状である。 

２）完成した精神病像の基底をなし、想定上の身体的基体により近い症状と目される。 

３）病前の前駆症および前哨症候群、また病後の基底段階において高い一致度で現れる。 

４）患者自身によって、欠損として知覚されうるが、周囲の者にはまれにしか気づかれない。 

【キーワード】 

体感症、純粋欠陥、気脳写、基底障害、基底症状、基底段階、前駆症、前哨症候群、残遺状態、一級症状（first rank symptoms）、

移行系列、混合性残遺、習慣階層の喪失、フィルター障害（過包含）、デコーディング障害（反応‐干渉）、過程活動性（process 

activity）、中核症状（core symptoms）、長期経過、リハビリテーション、早期発見・早期介入 

【学習の課題】 

１）非特徴的な症状（段階１)、幾分か統合失調症に特徴的な症状（段階２)に分けられることを理解する。 

２）ここから、さらに高度に複合的で典型的な統合失調症の病像（段階３）が結実すると理解されたい。 

３）Huber らは大規模な実証的研究を展開し、Gross らは「ボン大学基底症状評価尺度」（ＢＳＡＢＳ）を開発した。 

４）英米圏の尺度に比べ、要素的な体感症(身体感覚の障害)にあたる項目が数多く含まれている。 

【参考文献】 

Huber, G., Gross, G.: Basic symptom concept – historical aspects in view of early detection of schizophrenia. Neurology, 

Psychiatry and Brain Research 5 : pp 183-190,1998. 

20～22.テーマ ボン大学基底症状評価尺度の実習 

【学習の目標】 

このテーマについては、精神科の入院患者を対象に、教員との同席面接を介して評価を行ってもらう。統合失調症の基礎的な

症状をとり出すための実に鋭敏なインスツルメントであり、この病気をもつ人になぜソーシャルワークが必要なのか納得でき

るだろう。 

【学習の内容】 

１）基底症状は、しばしば自己知覚可能（self-perceivable）なだけにとどまり、客観的に評価可能な陰性症状とは異なる。 

２）半構造化面接によって、「ある」「ない」「疑わしい」の三段階で評価するが、評定者間の信頼性の検定が必要である。 

３）検定には Cohen のκ係数を用いるが、base rate の算定により、データにひずみがないことを確認しなければならない。 

４）英米圏の陽性症状評価尺度（ＳＡＰＳ），陰性症状評価尺度（ＳＡＮＳ）とどのように相関するか、興味がもたれる。 

【キーワード】 

クラスター１：思考・言語・知覚・運動の障害（21 項目）、クラスター２：身体感覚の障害（13 項目）、クラスター３：通常

のストレスに対する耐性の低下（5 項目）、クラスター４：情動ないし感情の障害（7 項目）、クラスター５：情動反応性の増



 

 

大（6 項目）、評定者間信頼度の検定、Cohen のκ係数、base rate 

【学習の課題】 

１）精神科医はかつて「プレコックス感」という直観診断にたよっていたが、それのどこに問題があったのだろう。 

２）熟練した精神科医であれば、高い感度(sensitivity)を有するが、特異度(specificity)においては劣っていた。 

３）ＢＳＡＢＳによる症状評価は両方において優れるも、患者の側に「言い当てられる」ような恐怖感が生じうる。 

４）したがって、治療的にフォローしやすい入院患者を対象に、熟練した精神科医によって実施されるべきである。 

【参考文献】 

Gross, G., Huber, G., Klosterkötter, M., Linz, M. : BSABS. Bonn Scale for the Assessment of Basic Symptoms. 1st English 

Edition. Shaker Verlag, Aachen, 2008. 

Klosterkoetter, J. et. al. : Diagnosing schizophrenia in the initial prodromal phase. Ach. Gen. Psychiatry 25 : pp 158-164, 

2002. 

Kazunari Oshima, Tsukasa Okimura, Tomoaki Yukizane, Katsuhiro Yasumi, Astushi Iwawaki, Toru Nishikawa and 

Seiichi Hanamura ：Reliability and diagnostic validity for schizophrenia of the Japanese version of the Bonn Scale for 

Assessment of Basic Symptoms (BSABS)．Med Dent Sci（57）pp 83－94,2010；57ed 

23～25.テーマ 「非自発的入院」と「病名告知」の問題 

【学習の目標】 

Huber 派の基底障害学説は主に幻覚妄想が生じる前後の主観的欠損症状を扱い、施設精神療法は施設における妄想型統合失調

症と他者との関係を扱った。ここでは、精神保健福祉論に属する２つの問題をとりあげるが、統合失調症の「９つの区画」の

スペクトラムを念頭に置いて、統合失調症の患者さんへのインフォームに関する問題点について議論する。 

【学習の内容】 

１）精神保健福祉論にとって、精神障害者の「強制入院」の是非をめぐる議論は古くて新しいアイテムである。 

２）昨今、心理教育的アプローチの普及ともに、差別・偏見の克服と絡めて「病名告知」がしきりと推奨されようになった。 

３）いずれもケース・バイ・ケースであるが、こういう自在さが失われるほど、議論が硬直しているように思われる。 

４）その一因として、統合失調症の病像および経過におけるヴァラエティが度外視されていることがあげられる。 

【キーワード】 

パレンス・パトリエ（治療必要性基準、メディカル・モデル、後見的機能、パターナリズム、社会権）、ポリス・パワー（危

険性基準、リーガル・モデル、保安機能、オートノミー、自由権）、強制入院（精神保健福祉法、医療観察法）、統合失調症に

対する差別・偏見(社会からの偏見、内なる偏見、リカヴァリー)、インフォームド・コンセント、病名告知、心理教育 

【学習の課題】 

１）「9 つの区画」のパトス的スペクトラム、「情態の変化」「両方の共存」「行動の異常」に即して考えてみよう。 

２）それぞれの規定は、「病感も病識もある」「病感はあるが病識はない」「病感も病識もない」と言い換えることができる。 

３）強制入院させざるをえないケースの大半は「行動の異常」に属するであろう、という仮説を導くことができる。 

４）病名告知は「情態の変化」に属するケースで比較的スムーズに行えるだろう、という仮説を導くことができる。 

【参考文献】 

花村誠一：精神科医療における身体の問題―医療観察法の時代に．日本社会精神医学会誌 18：pp 363-370，2010． 

伊藤哲寛：障害者権利条約と精神医療．精神医学 54：pp 125-135, 2012. 

五十嵐禎人：強制治療が許されるのはなぜか．神庭重信ほか編，専門医のための精神科リュミエール 30『精神医学の思想』， 

pp191-207，中山書店，東京，2012.  

26～28.テーマ ICF の精神保健医療福祉への導入 

【学習の目標】 

本科目を閉じるにあたり、援助専門職にとっての日常的なツール、ＩＣＦとのインターファイスを行う。精神障害者ケアマネ

ジメント従事者も，ケア会議のたびにこれを携え、当該クライエントの援助活動に役立てているのではあるまいか。 

【学習の内容】 

１）改めて、国際障害分類（ICIDH）からその改訂版である国際生活機能分類（ICF)への変化をとりあげる。 

２）フーコー派言説分析によれば、それぞれ言表のレベルに１つの概念図が据えられていることがわかる。 

３）いずれの場合も、この概念図を基礎にして、数多の「障害」をめぐる言説が紡ぎだされることになる。 

４）そもそも尺度ではなくて、援助専門職の実践を促進するための「触媒」として働いているかに見える。 

【キーワード】 

国際障害分類（ICIDH)、国際生活機能分類（ICF)、健康状態、心身機能・身体構造、活動、参加、機能障害、活動制限、参

加制約、ストレングスモデル、相互作用モデル、背景因子：個人因子・環境因子、統合失調症圏の「9 つの区画」 

【学習の課題】 

１）「9 つの区画」の疾病論的スペクトラム、「構造の変形」「欠損の媒介」「力動の逸脱」について考えてみよう。 

２）それぞれの規定は「人格に規定される」「精神病が持続する」「再発を繰りかえす」と言い換えることができる。 

３）中間の病態については、両極の循環的プロセスのフィード・フォワードによって進行していくと考えればよい。 

４）こういう病態の把握と ICF の使用とを両立させれば、治療および援助に、新たな視界が拓けるかもしれない。 

５）ここでは、あくまでも統合失調症圏だけに限定して、ICF の掲げるストレングスモデルを引き受けようとする。 

【参考文献】 

世界保健機関（WHO）刊『ICF：国際生活機能分類―国際障害分類改訂版』、中央法規、2002 年 

岡田幸之ほか：ICF の精神医療への導入．精神医学 49：pp 41-48, 2007. 

課題研究１ 

課題研究テーマ：第１回から第 6 回の授業内容の内容を踏まえて、1950 年代から 1960 年代にかけて起こった世界

的な脱施設化運動について国を一つ選び、脱施設化運動が起こった背景、その動きの中で起こってきたマクロレベ
ルでの施策、ミクロレベルでの治療的アプローチ等について、その改革運動の成果について論ぜよ。A４用紙 3 枚
（本文 3600 から 4000 字程度）で論ぜよ。 

実施時期：学生が事前に課題のレポートを書き始め、第 6 回の授業後に助言・指導する。 

提出期限：第 7 の授業開始時に提出。提出後、スーパービジョン、質疑応答、グループディカッショングを第 7 回、
第 8 回の授業終了後、教室で行う。 

事後学習：スーパービジョン、グループディカッショングを行った後、その体験を振り返る。 



 

 

課題研究２ 

課題研究テーマ：全講義と全シラバスの内容を踏まえ、ミッシェル・フーコーの現代医療にたいする問題提起につ
いて論じ、2000 年以降の世界の医療・福祉の起こった変革、あるいは臨床的問題の変化についてフーコーの視点
から論ぜよ。フーコー以外の思想家（哲学、社会学、人類学等）でも医療・福祉に対する射程を持つものであれば

よしとする。４用紙 3 枚（本文 3600 から 4000 字程度）にまとめる。 

実施時期：学生が事前に課題のレポートを書き始め、第 11 回の授業後に助言・指導する。 

提出期限：第 12 回の授業開始時に提出。提出後、第 12 回、第 13 回の授業終了後、グループディスカッションを

行う。 

事後学習：グループディスカッションを行った後、その理論の射程について振り返る。 

 

 

  



 

 

１．科目名（単位数） 統計解析特殊講義  （4 単位） 

３．科目番号 

 

SSMP7204 

 ２．授業担当教員 金 貞任 

４．授業形態 講義および演習 ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
履修条件は特になし 

７．講義概要 

この授業では、社会福祉研究分野の研究活動において重要な位置を占めている社会調査、特に定量的な

調査データの分析を主題とする。その際には、諸課題に関する実証的な研究に関する文献を取り上げ、ど

のような分析手法が用いられているかを検討し、各自の博士論文ではどのような分析手法が有効であるか

発見し、応用可能であるかを探る。そのためには、まず、データの基本的な考え方について確認する。次

に、重回帰分析、プロピット分析、共分散構造分析、因子分析など多変量解析を用いた分析手法について

検討する。 講義の中では、実際のデータや分析例を紹介しつつ、必要に応じて統計量の計算手順も紹介し

ていく。 

８．学習目標 

１．多変量解析法の多様な分析手法について学習、応用ができるように努める。 

２．博士論文を作成する際、分析結果を読み取ることができるように努める。 

３．各自がデータを分析する際、どのような分析方法が有効であるか発見する。 

４．得られた統計データをどのように解釈・活用するかについて習得する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

シラバス「14 学習の展開及び内容」の各テーマを参照。 

10．教科書・参考書 

・教材 

【教科書】 

三輪晢・林雄亮『SPSS による応用多変量解析』オーム社、2015、 

数理社会学会監修『社会の見方、測り方—計量社会学会への招待』勁草書房、2008、 

稲葉照英ほか『日本の家族』東京大学出版会、2016、 

授業の際に適宜紹介する。 

【参考書】 

大村平『多変量解析のはなし―複雑さから本質を探る』Best selected Business Books、日科技連出版社 2006 

Henry EB and David C (eds.), 2004. _Rethinking Social Inquiry: Diverse Tools, Shared Standards_,  

小塩 真司『SPSS と Amos による心理・調査データ解析―因子分析・共分散構造分析まで』東京図書、2004 

豊田秀樹、前田忠彦、柳井晴夫『原因をさぐる統計学―共分散構造分析入門』講談社、1992 

高橋信『すぐ読める生存時間解析－カプラン･マイヤー法／ロジスティック回帰分析／コックスの比例ハザ

ードモデルが、よく分かる！』東京図書、2007、 

渡辺秀樹・稲葉昭英・嶋崎尚子(編)『現代家族の構造と変容─全国家族調査 [NFRJ98] による計量分析─』

東京大学出版会、2004、 

その他の参考文献は，授業の際に適宜紹介する。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

・レジュメ作成と発表 

・分析方法の応用程度 

○評定の方法 

レジュメ作成と発表 60%   学期末レポート 40% 

12．受講生への 

メッセージ 

１． 授業で取り上げた分析方法について、必ず復習をすること。 

２． 博士論文のデータについて、自分独自の思考枠組みを模索すること。 

３． 比較分析はどのようにするかを吟味する。 

13．オフィスアワー 
水曜日：12：00－13：30 

木曜日：12：00－13：30 

14. 学習の展開及び内容【テーマ，学習の目標，学習の内容，キーワード，学習の課題，学習する上でのポイント等】 

１～３.テーマ シラバス、仮説作成、質問票検討、文献の精読 

【学習の目標】 1．仮説を作成する 

2．質問項目と選択肢を作成する。 

【学習の内容】 1．仮説とは何かについて学習する。 

2．良い質問内容と悪い質問内容について学習する。 

3．良い選択肢と悪い選択肢を区別する。 

【キーワード】 仮説、質問項目、選択肢 
４～７.テーマ クロス集計表、カイ二乗検定、残差分析、平均値の差の検定、分散分析、文献の精読 

【学習の目標】 データが正規分布であるかどうか検討する。 

【学習の内容】 1．クロス集計表：「二重クロス集計表」「確率と帰無仮説」「χ二乗検定」「残差分析」について検討する。 

2．平均値の差の検定：「分散分析」について検討する。 

3．分散分析を用いた実証論文の精読：分散分析を使った実証論文を読み，実際の論文において分散分析（ANOVA

モデル）がどのように使われているのかを把握する。 

【キーワード】 二重クロス、平均値、分散分析、帰無仮説、χ２検定 

８～９.テーマ 相関係数と偏相関係数、文献の精読 

【学習の目標】 因果関係について検討する。 

【学習の内容】 1．二つの連続変数の間の関連の検討方法を学ぶ。関連性の形を確認するための散布図と、直線的関連の強さを示

すピアソンの積率相関係数について、その原理と検定方法について検討する。 

2．重回帰分析：「3 変量回帰モデル」「独立変数が 3 つ以上の重回帰分析」「ダミー変数を用いた回帰分析」につい



 

 

て学習する。 

3．回帰分析における予測の精度を表す決定係数の考え方について検討する。 

4．重回帰分析を用いた実証論文の精読:重回帰分析を用いた実証論文を読み、実際の論文において重回帰分析がど

のように応用されているかを把握する。 

【キーワード】 決定係数、F 検定、ダミー変数、標準化回帰係数、自由度調整済み決定係数、残差分析、多重共線性 

1 0 . テ ー マ 因子分析、文献の精読 

【学習の目標】 因子分析について探求する。 

【学習の内容】 1．因子分析：因子構造、因子分析の結果をどのように分析に取り入れるかを検討する。 

2．因子分析を用いた実証論文の精読：因子分析を用いた実証論文を読み、理解する。 

【キーワード】 因子分析、信頼性 

11～15.テーマ 重回帰分析、ロジスティック回帰分析、文献の精読 

【学習の目標】 1．重回帰分析について検討する。 

2．ニ項ロジスティック回帰分析と多項ロジスティック回帰分析について検討する。 

【学習の内容】 1．重回帰分析について把握する。 

2．重回帰モデルが適切であるか、回帰診断の方法について検討する。 

3．ロジスティック回帰分析：ニ項ロジスティック回帰分析と多項ロジスティック回帰分析について検討する。 

4．ロジスティック回帰分析を用いた実証論文の精読：ロジスティック回帰分析を用いた実証論文を読み，実際の

論文においてロジスティック回帰分析がどのように使われているのかを把握する。 

【キーワード】 重回帰分析、ロジスティック回帰分析、オッズ、ロジット、最尤推定法 

16～17.テーマ 交互作用効果、文献の精読 

【学習の目標】 回帰分析における交互作用効果について検討する。 

【学習の内容】 1．交互作用効果とは何かについて学習する。 

2．交互作用効果の考え方、交互作用のパターンを理解する。 

3．交互作用項を用いた分析を試みる。 

【キーワード】 交互作用、交互作用効果、交互作用パターン 

18～19.テーマ マルチレベル分析（外部講師） 

【学習の目標】 1．入れ子構造のデータとは何かについて理解する。 

2．マルチレベル分析の必要性について検討する 

3．マルチレベル分析方法を理解する。 

【学習の内容】 1．マルチレベル分析について学習する。 

2．マルチレベル分析方法について学習する。 

3．変数のセンタリングの２つの方法とマルチレベル分析における回帰係数の意味を理解する。 

【キーワード】 入れ子構造、マルチレベル分析、センタリング 

20～26.テーマ パネルデータの入力・分析、文献の精読（外部講師） 

【学習の目標】 1．パネルデータの仕組みを理解する。 

2．パネルデータ分析方法について学習する。 

3. 重回帰分析について学ぶ。 

【学習の内容】 1．パネルデータの入力方法について身につける。 

2．STATA を利用した記述分析、単純集計、クロス集計について学習する。 

3．重回帰分析について学ぶ。 

3．固定効果、ランダム効果分析について学習する。 

【キーワード】 パネルデータ、ランダム効果、固定効果 

27～28.テーマ 量的データの分析方法の応用、レポート作成と提出 

【学習の目標】 量的データの分析方法に基づき、レポートを作成し、レポートを提出する 

【学習の内容】 1．量的データの分析の手順に基づき、分析方法を確認する。 

2．研究目的に基づき、レポートを作成する 

3．レポートの質を高めるためのスキルを身につける。 

【キーワード】 量的データ、レポート、論文の質 

課題研究１ 

課題研究テーマ： 

(1) 高齢者の虐待を従属変数とする仮説を３つ作成する。 

(2) 本仮説に基づいた質問項目を作成する。 

レポート形式：A4 の３ページ 

実施時期：夏期休講期間 

提出期限：夏期休講期間が終わった後の最初の授業 

事後学習：コメント・意見交換に基づきレポートを修正する。 

課題研究２ 

課題研究テーマ：大学生の政治参加に関連する要因を明らかにし、レポートを作成して下さい。 
レポート形式：A4 の３ページ以上 
レポート作成手順：研究の方法１）従属変数、独立変数、２）分析対象者の特徴、クロス分析、重回帰分析、 

３）考察と研究の課題、４）引用文献（４つ以上） 

実施時期：夏期休講期間 

提出期限：夏期休講期間が終わった後の最初の授業 

事後学習：コメント・意見交換に基づきレポートを修正する。 

 

 


