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〈論文〉

日本の社会福祉学における保健・公衆衛生に関する研究

― 保健医療ソーシャルワークと保健福祉学に焦点をあてて ―

　

加藤　慶

要　約

　日本では公衆衛生ソーシャルワークの体系化が遅れている。社会正義と人権を基

盤として，疾病や障害の保健・公衆衛生をも包含した保健医療領域のソーシャルワー

クの体系化が必要である。本稿では，障害や疾病の予防，保健・公衆衛生に関して，

保健医療ソーシャルワークと保健福祉学に焦点をあて，その特徴を整理し，研究上

の課題を明らかにすることを目的とする。結果，社会福祉学を基盤に保健福祉学と

保健医療ソーシャルワークの統合の検討を行い，予防的支援が必要とされる人々に

対する社会福祉学による実践と研究のより体系的な検討が可能になりえることを指

摘した。医療ソーシャルワーク業務指針に留まらない，社会正義と人権，多様性尊

重を核とした疾病や障害の予防，保健・公衆衛生を包含したソーシャルワークの体

系化が必要である。

キーワード：疾病・障害の予防　保健医療ソーシャルワーク　保健福祉学

はじめに・目的

　社会福祉学にとって生活課題の発生に対する予防的取り組みは，今日においても重要なテーマ

であり続けている。例えば児童や高齢者に対する虐待予防，高齢者の介護予防や認知症予防，刑

与者に対する再犯予防を目的とした就労支援，増加する自殺に関する予防の取り組みなど，今日

のさまざまな社会福祉領域において予防的取り組みを確認することができる。

　一方，日本の保健医療ソーシャルワークでは疾病や障害を抱え，医療化された患者を対象とす

るソーシャルワークに主眼を置き，疾病や障害の予防という視点は明示されない。医療化され

た「患者」に対する援助という認識は，2018 年現在において社会福祉士養成の教科書として代

表的に用いられる，日本社会福祉士会・日本医療社会事業協会 (2009) 及び，社会福祉士養成講

座編集委員会 (2014)，小山ら (2016)，日本医療社会福祉協会 (2015) ともに共通する視座である。

しかし，それぞれ「保健」を冠しているが，なぜ「保健」を冠するのか，その理由は明示されて

いない。

　本稿の問題意識は，社会正義と人権を基盤として，疾病や障害の予防，保健・公衆衛生をも包

含した，保健医療領域のソーシャルワークの体系化が必要なのではないか，という点にある。

　看護学研究においては，日本の戦前・戦中からの社会福祉と公衆衛生における保健婦の位置と

役割の変化を歴史的に検討した川上 (2013) がある。川上によれば，日本では，1937 年の旧保

健所法の制定により，保健婦の関わりの対象が貧困者という一部の住民から保健所が対象とする
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地域住民すべてに拡大される。保健婦規則は当時の厚生省衛生局が中心となり作成され，衛生局

官僚が当時の国民体位向上という国策に即して社会事業より公衆衛生事業を上位に置く選択を行

なったことは，結果的に保健婦を社会事業から遠ざけた。川上は，保健婦自身の専門職アイデン

ティティについて，保健婦の事業はソーシャルワークなのか，看護なのかという議論があったこ

とは，現場レベルにおいて様々な葛藤がみられ，社会事業の側面を捨て，公衆衛生の側面に傾斜

することで，職業アイデンティティの分裂を克服し，保健婦規則制定に際しての身分規定のこだ

わりは，そのことを如実に物語るものと指摘している ( 川上，2013)。

　一方，近代日本の保健医療ソーシャルワークの歴史として，公衆衛生を担う保健所におけるソー

シャルワークの実施が行われた ( 大瀧，2012)。第二次世界大戦後の 1947 年，連合国軍最高司

令官総司令部が厚生省に発した覚書「保健所機構の拡充強化に関する件」により，保健所にソー

シャルワーカーが配置された ( 大瀧，2012)。日本の保健医療ソーシャルワークと公衆衛生の歴

史に関する先行研究に，笹岡 (2017) がある。笹岡は，日本における保健医療ソーシャルワーク

と公衆衛生のこれまでの歴史的関係性について，公衆衛生と共に形成された戦前の医療社会事業

と，公衆衛生の機能が弱まっていく戦後の保健医療ソーシャルワークを対比して整理している。

　1958 年に『保健所のおける医療社会事業の業務指針』( 昭和 33 年 7 月 28 日衛発第 700 号

厚生省公衆衛生局長通知 ) として，保健所におけるソーシャルワーカーの業務指針として示され

るに至る。しかし，その後の 1959 年に行われた国の社会福祉・社会保障関係予算の削減に伴

う保健所予算削減により，保健所ソーシャルワーカーは活躍の場を失い，衰退していく ( 大瀧，

2012)。保健所ソーシャルワーカーの撤退要因について，笹岡 (2017) は「社会政策上の波にの

まれたことを大きな要因とすることに異論はない」としつつも，(1) 保健所の MSW の取り組み

の弱さ，(2) 医療保護事業とは「違う」米国医療社会事業の理論に則った方法論のみの普及が戦

前を否定する形で図られ，結果として MSW 業務の縮小を招き機能が弱まったこと，の二つの

要因を指摘している。

　保健所からは保健所ソーシャルワーカーが撤退し，今日的には結果として保健師とメンタルヘ

ルス領域を専門とする精神保健福祉士が生き残っている ( 笹岡，2017)。しかし，保健所ソーシャ

ルワーカーが撤退したことにより，メンタルヘルスに留まらない，公衆衛生を専門とするソーシャ

ルワーカーは現場からは姿を消すこととなった。しかし，戦後の日本の社会福祉学の議論として，

公衆衛生や予防に関する研究や議論は行われてきた。その議論については未整理のままとなって

いる。そこで本稿は，障害や疾病の予防，保健・公衆衛生に関し，保健医療ソーシャルワークと

保健福祉学に焦点をあて，その特徴を明らかにし，研究上の課題を整理することを目的とする。

研究対象と方法

　本稿では，まず保健医療ソーシャルワークと保健福祉学のそれぞれが，どのような学問的体系

を意図して形成されてきたのか，その系譜と特徴を概観する。そして障害・疾病の予防，保健・

公衆衛生に関する研究上の課題を整理する。

　保健医療ソーシャルワークについて，先行研究をもとに保健医療ソーシャルワークの形成史を

確認し，その上で日本の代表的な社会福祉実践者・研究者である浅賀ふさ，中島さつき，岡村重

夫，及び行政及び社会福祉専門職団体による定義，文献をもとに概観していく。なお，保健医療

ソーシャルワークは，「医療社会事業」「医療ソーシャルワーク」「医療社会福祉」と時代や論者

により呼称に違いがあるが，本稿ではそれぞれ同じ学問的系譜の上にあるものとして，同様の概

－ 16 －

沖縄大学人文学部紀要　第 22号　2019



念として用いる。また，障害・疾病の予防，保健・公衆衛生のそれぞれも論者によって呼称の方

法が異なるが，本稿では同様の概念としてとらえる。

　保健福祉学については，主に日本保健福祉学会による文献をもとに概観していく。まず日本保

健福祉学会の概要を確認したうえで，文献をもとに日本における「保健福祉学」の特徴と課題を

整理する。本稿が検討対象とするものは，日本保健福祉学会 (1994:2015)，学会役員らである高

山ら (1998) の文献である。

　また，社会福祉学を基盤に，保健医療ソーシャルワークと共に「保健福祉学」を構想した牧野

(1993) による文献をとりあげ，日本における保健医療ソーシャルワークと保健福祉学を一体的

な体系として論を展開した先行研究を概観し，その特徴を明らかにした上で，研究上の課題を指

摘する。

結果

Ⅰ，日本の保健医療ソーシャルワークの形成過程における障害・疾病の予防，保健・公衆衛生

　近代日本の保健医療ソーシャルワークの歴史において，第二次世界大戦後となる 1947 年，連

合国軍最高司令官総司令部 GHQ/SCAP が厚生省に発した覚書「保健所機構の拡充強化に関する

件」により，保健所にソーシャルワーカーが配置されることに近代的な日本の保健医療ソーシャ

ルワークの形成の端を発する ( 大瀧，2012)。

　GHQ による覚書が発せられた翌年となる 1949 年に浅賀ふさは「医療社会事業とは，ソーシャ

ルケースワークの一部門で，医学的問題を背景として生活失調者の生活調査のために，医師の助

手となり，協力者となって，その疾病と関係をもつ社会的・心理的・経済的要因を究明して医師

の診断に資し，その治療方針に添って社会的治療を致す各種専門知識の上に立つ一つの専門的仕

事で，医師の仕事と同様に予防の面に於いても，仕事の重要性が認められる」( 浅賀，1949) と

定義し，治療のみならず予防を明確に位置付けている。

　ソーシャルワーカーは 1951 年には全国保健所 724 カ所中 240 カ所に係が配置されるに至っ

たとされ，その業務は 1958 年に『保健所のおける医療社会事業の業務指針』( 昭和 33 年 7 月

28 日衛発第 700 号厚生省公衆衛生局長通知 ) として，保健所におけるソーシャルワーカーの業

務指針として示されるに至る。しかし，その後の 1959 年に行われた国の社会福祉・社会保障関

係予算の削減に伴う保健所予算削減により，保健所ソーシャルワーカーは活躍の場を失い，衰退

していった ( 大瀧，2012)。

　今日の日本の保健医療ソーシャルワークは，戦後に「華々しく出発した」( 大瀧，2012) はず

の公衆衛生領域を過去の歴史として，今日では病院などの医療機関を基盤とした患者に対する

ソーシャルワークと「保健医療ソーシャルワーク」をほぼ同一のものとして位置づけ，明確な概

念整理をしないままに，その認識を変化させ，社会福祉学の内外に対して浸透させていく。認

識の変化は，1958 年『保健所における医療社会事業の業務指針』( 昭和 33 年 7 月 28 日衛発第

700 号厚生省公衆衛生局長 ) から，1988 年『医療ソーシャルワーカー業務指針』( 厚生省健康政

策局医療ソーシャルワーカー業務指針検討会昭和 63 年 7 月 ) 及び 1989 年『医療ソーシャルワー

カー業務指針普及のための協力依頼について』( 平成元年 3 月 30 日健政発第 188 号厚生省健康

政策局長 ) に至る業務指針の変遷から読み取ることができる。

　1958 年に厚生省が公表した『保健所における医療社会事業の業務指針』によれば，「医療社

会事業とは，医療ならびに保健機関などの医療チームの一部門として，社会科学の立場から医師
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の診断を助けるとともに，疾病の治療，予防，更生の妨げとなる患者や，その家族の経済的，精

神的，あるいは，社会的な諸問題を満足に解決もしくは調整できるように，患者とその家族を援

助する一連の行為をいう」と定義している。

　中島さつきは「医療社会事業とは，医療または保健の場においておこなわれる社会事業である。

医療チームの一員である専門技術をもつ医療ソーシャルワーカーが，社会福祉の立場から医療の

達成に協力することである．主として疾病の予防・治療，あるいは社会復帰をさまたげている患

者や家族の社会的・精神的・経済的な問題を満足に解決，もしくは調整できるよう個人と集団を

援助する仕事である」( 中島，1964)。と定義している。

　岡村重夫は 1958 年の厚生省による定義に対して「少なくとも今日の日本において，一般的に

承認されたものと解して良いであろう」と評したうえで，「医療社会事業とは，医療ならびに保

健医療機関などの医療チームの一部門として，社会福祉学の立場から医師の診断を助けるととも

に，疾病の治療，予防，更生の妨げとなる患者やその家族の経済的，精神的あるいは社会的な諸

問題を満足に解決もしくは調整できるように，個人と集団援助する一連の行為をいう。」( 岡村，

1968) と定義している。

　1968 年 5 月に開催された日本医療社会事業協会浦和総会にて承認された「医療社会福祉士法

案 ( 第 1 号修正案 )」では，「第 2 条　この法律で『医療社会福祉』とは，医療および公衆衛生の

分野において医療社会福祉士が行う社会福祉の諸活動をいう」と定義し，さらに「第 4 章 業務 

第 14 条 疾病 ( 障害を含む，以下同じ ) の予防，診断，治療より社会復帰までの全医療過程を通

して，医療関係者と協働し，社会福祉の技術を用いて次の各号の業務を行う。一 医療を妨げたり，

疾病から派生した或いは，疾病の誘因及び要因となっている患者及び家族の心理 - 社会的諸問題

を発見，調査して，診断および治療に資し，医療と社会福祉の達成をはかる。二　なお，これら

の諸問題を解決もしくは調整できるよう，患者および家族への個別的，集団的援助と地域・機能

集団への働きかけを行う。三　地域社会の要求を把握し，医療，保健，更生の地域福祉計画およ

び活動に参与する」( 日本医療社会事業協会，2003) と業務を明確化しており，当時の日本医療

社会事業協会は公衆衛生・予防や，医療機関内に留まらない地域における取り組みまでをも明確

な活動分野として位置付けていた。

　一方，2007年に日本医療社会事業協会によって制定された「医療ソーシャルワーカー倫理綱領」

に関して，定期総会にはかられた当時の提案説明によれば，「保健医療分野における特殊性を考

慮した『医療ソーシャルワーカー行動基準』を検討してまいりました」とし，「傷病あるいは障

害は，時代や，洋の東西を問わず，人びとのウエルビーイングを脅かす最も大きな要因のひとつ

です。人びとは傷病や障害がもたらす生活の困難，精神的不安，人間関係や社会的役割の不全に

直面することになります。」「医療ソーシャルワーカーが保健医療の場で実践を行うことによって，

傷病あるいは障害が発生した直後から援助を行うことができます。」「保健医療の中に存在しつつ

ソーシャルワーク援助を行うからこそ，クライエントにとって効果的な援助ができるのです」と

し，保健医療の中に医療ソーシャルワーカーを規定した上で，傷病あるいは障害の発生後に対す

る援助として，その援助の特徴を位置づけている ( 日本医療社会事業協会，2003)。

　2002 年に厚生労働省が示した医療ソーシャルワーカー業務指針 ( 平成 14 年 11 月 29 日健康

発第 1129001 号厚生労働省保健局長 ) によれば，医療ソーシャルワーカーの業務範囲は「1. 療

養中の心理的・社会的問題の解決，調整援助，2. 退院援助，3. 社会復帰援助，4. 受診・受療援助，

5. 経済的問題の解決，調整援助，6. 地域活動」とされ，その対象は主に病院などの医療機関に
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おける医療化された「患者」に対するものとされ，医療社会事業として厚生省や中島，岡村など

が論じたはずの疾病や障害の予防は業務の範囲外となっていった。

　保健医療ソーシャルワークに対する認識の変化，さらには業務指針の改正が行われた一方，保

健医療ソーシャルワークの理論的な概念整理は明確にはなされぬままに今日を迎えている。それ

は日本医療社会福祉協会の定款が示す目的と，協会の実態のズレ，さらにはソーシャルワーカー

の養成における課題としてもとらえることができる。

　日本医療社会事業協会の定款の目的では「本会は医療社会事業の分野から円滑なる医療の遂行

を図るため専門的技術の調査研究と本事業の普及につとめ，もって公衆衛生の向上並びに社会福

祉の増進に寄与することを目的とする」とし，公衆衛生の向上を目的としている。2011 年 4 月

に日本医療社会福祉協会が定款に示した目的によれば「本会は医療福祉分野における福祉サービ

スの充実及び向上を図り，あらゆる地域において社会福祉士による福祉サービスが提供される環

境を整備するため，保健医療分野における社会福祉に関する調査研究及び社会福祉活動の普及啓

発と保健医療に携わる社会福祉士の専門的知識及び技術の向上に努め，もって公衆衛生の向上並

び社会福祉の増進に寄与することを目的にする」( 山田，2012) と記し，日本医療社会事業協会

の時代と同様に，公衆衛生の向上を明確な目的として示し続けている。

　日本の保健医療ソーシャルワークが，予防の取り組みから患者への援助活動へとシフトして

いった理由は，予算削減により保健所ソーシャルワーカーが姿を消したことのみならず，1960

年代からのいわゆる身分法・資格制度運動の流れの影響があると考えられる。当時，厚生省や医

師会などからの理解を得るために，医療ソーシャルワーカーの業務の明確化と専門性確立をはか

る必要性から，病院に勤務している医療ソーシャルワーカーを対象にした業務分析調査が，日本

医療社会事業協会をはじめ，さまざまな団体や研究者によって盛んに行われた ( 日本医療社会事

業協会，2003)。その結果をもとに，のちの業務指針が策定されていく。つまり，病院現場の医

療ソーシャルワーカーの業務実態をもとに医療ソーシャルワーカーの専門性の確立をはかったの

である。

Ⅱ，日本における保健福祉学の形成

　日本の「保健福祉学」とはどのような学問を意図しているのか。日本保健福祉学会や役員らに

よる「保健福祉学」の検討をもとに，その特徴を明らかにしていく。

　高山忠雄ら (1998) によれば，保健福祉学とは保健学と福祉学の複合学問ではなく，保健福祉

サービスの人間科学であり，何らかの支援を要する対象に対する人間科学を活用した学問体系が

保健福祉学であると説明される。その理念は「主体性をもった存在である人間を，生涯発達の過

程にあるバランスのとれた総体として生活次元においてとらえながら，身体的・心理的・社会的

要因を加味したトータルサイエンスの視点でウェルビーイングを維持・回復・増進するために資

すること」であり，また保健福祉学はシステム科学とされる。保健福祉学に活用可能なシステム

科学とは，「多数の構成要素が有機的な秩序を保ち，同一目的に向かって動くものに関する科学」

と定義されている。

　2015 年に日本保健福祉学会が発行した『保健福祉学』( 日本保健福祉学会，2015) では，保

健福祉学を「当事者主体の実践に根差したシステム科学」と定義したうえで，「人間を取り巻く

自然，社会，環境要因を学際的に探究し，当事者のウェルビーイングの進展，保健福祉支援の質

の継続的な向上，およびそれを支えるシステムの持続的な発展に寄与すること」が理念であると
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している。

Ⅲ，保健と社会福祉の関係性

　保健と社会福祉の関係について，『保健福祉学概論』( 日本保健福祉学会，1994) は，その関係

を表裏一体と示しつつ，保健学及び社会福祉学それぞれの立場から，法律や行政サービスによっ

て規定された保健福祉サービスをとらえ，保健・福祉・医療の三者の統合化は次世代に向けての

必然と位置づけ，統合し一体化した体制での地域サービスを構想し，サービスの総合化・体系化

を検討している。また，保健福祉学における社会福祉とは，(1) 公的な制度としての社会福祉事

業の体系，(2) 地方自治体が条例などに基づいて独自に行う社会福祉事業や，社会福祉法人の福

祉施設や社会福祉協議会などが民間組織として独自の立場から行う社会福祉事業，(3) 地域社会

などにおいては，ボランティア活動や小地区社会福祉協議会に代表されるような，いわゆる住民

主体の「社会福祉活動」といわれる領域と位置付けている。

　社会福祉と保健・医療サービスの相互関係については「社会福祉は ( 略 )，対象者の社会的な

生活の自立，日常生活を援助するための総合的な相談援助 ( ソーシャルワークサービス ) と保育

や養護，療護，治療教育，介護などのことばに代表されるような直接的な援助サービスから成り

立っている。保健が健康増進や予防などの側面から生活にかかわるのに対して，社会福祉は対象

者の全生活の維持・自立を援助する視点から相談援助や日常生活の援助を行う。したがって，ソー

シャルワーカーにとっては保健サービスは相談援助を行ううえでの有力な社会資源の一つであ

り，介護などの日常的な福祉サービスの基礎となる専門サービスの一つである」と説明している。

　以上の説明をもととすると，日本保健福祉学会の描く保健福祉学の特徴は次のように指摘でき

る。

(1) 人間を取り巻く自然，社会，環境要因を学際的に探究し，当事者のウェルビーイングの進展，

保健福祉支援の質の継続的な向上，およびそれを支えるシステムの持続的な発展に寄与すること

を目的とした当事者主体の実践に根差したシステム科学。

(2) 公的な制度としての保健サービスと社会福祉サービスを統合させるものであり，統合させた

保健福祉サービスの枠組みにおいて，保健・医療・福祉が相互に連携・統合し，「何らかの支援

を要する対象に対する人間科学を活用した学問体系」を志向したもの。

　今日の日本では，行政や大学などにおいて，保健部門と社会福祉部門を統合して「保健福祉」

の部局や学部・学科として組織化し，サービス提供を行う例があるが，同じように保健医療系学

と社会福祉学を統合させた学問体系を志向していると説明できる。

Ⅳ，牧野忠康の「保健福祉学」構想

　社会福祉学を基盤に「保健福祉学」ないし「保健医療福祉学」を構想し，そのうえで社会福祉

専門職養成の観点から保健医療ソーシャルワーカーの養成のあり方を検討し，主張したのが牧野

忠康である。

　1991 年 8 月，日本社会事業学校連盟 ( 現 : 日本ソーシャルワーク教育学校連盟 ) 理事会は「医

療福祉教育に関する検討」を特別委員会の小松源助，児島美都子，石川到覚，大野勇夫，尾崎新，

手島陸久，牧野忠康に委嘱し，1993 年 3 月 17 日に検討報告書となる『「医療福祉教育のあり方」

検討報告書』を牧野が取りまとめ，同理事会に提出している ( 牧野，1993)。

　同報告書において注目されるのは「保健」の取り扱いである。同報告書では，四年制大学にお
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ける社会福祉専門職教育カリキュラムのジェネリックな教育に，必修科目「医療福祉総論」(4単位)

を加え，社会福祉士受験資格の指定科目とするように提起している。この「医療福祉総論」とは，

「保健医療領域における社会福祉学的課題の総体を取り扱い，その入門的かつ概括的に講ずる科

目として構想」されたものである。この科目は医療ソーシャルワーカーの教育訓練のための「医

療福祉論」と区別されており，「保健医療福祉論」とする議論もあったが「『医療福祉論』へのそ

の名称の潮流が変化し，この名称で定着してきていること，『保健』の定義が明確ではなく『医療』

に健康・保健・予防の概念が含まれていることを考えられることなどを理由に，『医療福祉総論』」

とした。さらに「今後の議論の経過によっては『保健医療福祉 ( 学 ) 総論』の名称を採用するの

が適当となるかもしれない」としている。「医療福祉総論」では，前提として保健を含みながら，

さらに医療ソーシャルワークを講じる「医療福祉各論 I」(2 単位 )，医事法規を含む保健医療制

度および保健医療組織，医療経済，医療政策，医療保障制度を講じる「医療福祉各論 II」(2 単位 )，

「医療福祉演習」(2 単位 )，「医療福祉実習」(2 単位 ) を開設することを提案し，医療ソーシャルワー

カー養成課程では，これを必修とすべきであるとしている。また，医療ソーシャルワーカー養成

課程では，これらの必修科目以外に，保健医学医療系科目の履修が必要であると位置付け，医学

概論 ( 医療論 )(4 単位 )，公衆衛生学または社会医学 (4 単位 )，精神保健 ( 精神衛生 )，リハビリテー

ション論 (4 単位 ) が必修であるとしている。

　この報告書のもととなる「保健医療福祉学」では，次の二つの視座を軸とすることが適当であ

るとしている ( 牧野，1993)。

(1) 相談・援助対象のコアである人間の生活史上の出来事として「疾病・障害」の発生をとらえ，

労働生活を含めた人の生活過程に視点をおいて，患者の生活過程の展開とともに視点をスライ

ドさせながら生活問題の発生のプロセスとメカニズムおよびその問題解決法について研究する視

座。

(2) 専門的問題解決援助システムとしての保健・医療および看護過程上の出来事としてとらえ，

基本的にはチーム医療の展開の過程とともに視点をスライドさせて保健医療・看護の展開過程で

発生する患者の生活問題の発生のプロセスとメカニズムおよびその問題解決法について研究する

視座。

　牧野は薬害エイズ問題を事例として「保健医療福祉的な相談援助の主な課題と方法」を検討し

ている。牧野は「社会福祉学の知識と援助技術を基盤とするが，カウンセリング技法とヘルス・ワー

ク ( 広義の医療展開を含む保健活動 ) の知識と技法を必要とし，それらを融合した独自の知識と

援助技法が必要」とし，「保健医療福祉の実践的な課題に応えられる専門家の養成には，社会科学・

社会福祉学を基盤とするが，社会医学的な保健医学系の知識と技法の教育訓練が必要である」と

している。牧野は「保健医療の実践モデルを，基本的人権と生活概念を含めた保健医療福祉モデ

ルに変革するには，保健医療福祉学の構築と専門職としての ( 保健 ) 医療ソーシャルワーカーの

資格制度の法制化が必要である」と主張した。

　その後の「保健福祉学」構想 ( 牧野，2005) によれば，保健福祉学を「社会福祉学・社会科学

の認識論や方法論を基礎に，保健・医療の原理を踏まえ，歴史的・社会的存在である人間の健康

生活を総合的に支援し，QOL( 生命・生活・人生の質 ) を高め，人間の拡大再生産 ( 発達と成長 )

を保障する実践の科学である」と定義した。さらに保健福祉学の研究と実践目的を「社会福祉学・

社会科学的な認識論と方法論によって地域住民を主人公とし医療・看護・保健などの専門職と共

同・協同・協働 ( チーム・アプローチ ) して疾病の予防や病気の癒し・健康の維持や増進を社会
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的に取り組み，人間の生命・生活・生産活動を衛 ( まもる ) ことにある」としている。

　以上の整理から，牧野の保健福祉学構想，日本社会事業学校連盟による医療福祉論の構想の特

徴として，(1) 社会福祉学を学問的基盤に置いていること，(2) 保健医療福祉学ないし医療福祉論

の枠組みには，医療のみならず保健をも対象にした社会福祉学を想定しており，今日の養成カリ

キュラムは，当時議論されていた「健康・保健・予防」の保健領域および公衆衛生学または社会

医学分野が欠けていること，を指摘できる。

考察とまとめ ( 保健医療ソーシャルワーク及び保健福祉学の特徴と課題 )

　岡村をはじめとする第一次世代の社会福祉学研究者による定義では，保健や予防の取り組みが

包含されていたものの，保健所ソーシャルワーカーが姿を消したのち，日本の医療ソーシャルワー

ク関係者らは，医療ソーシャルワーカーの業務の明確化と専門性確立をはかる必要性から，病院

に勤務している医療ソーシャルワーカーを対象にした業務分析調査を行い，その結果をもとに医

療ソーシャルワーカー業務指針を策定している。業務指針を基盤認識とする影響は今日に至るま

で残っており，今なお日本の保健医療ソーシャルワークの性格を形作るものとなっている。医療

機関を基盤とした医療ソーシャルワークが保健医療ソーシャルワークとして養成機関では教育さ

れるに至っている。保健医療ソーシャルワークは，今日的には障害や疾病の予防，保健・公衆衛

生が包含されず，体系的検討はいまだ不完全なままとなっている。今日の医療ソーシャルワーカー

業務指針では，患者に対する疾病，障害の再発の取り組みはあるものの，住民に対する予防の取

り組みはなく，障害や疾病の予防，保健・公衆衛生をも包含した保健医療ソーシャルークの形成

が課題となる。

　一方，保健福祉学は，(1) 人間を取り巻く自然，社会，環境要因を学際的に探究し，当事者のウェ

ルビーイングの進展，保健福祉支援の質の継続的な向上，およびそれを支えるシステムの持続的

な発展に寄与することを目的とした当事者主体の実践に根差したシステム科学，(2) 公的な制度

としての保健サービスと社会福祉サービスを統合させるものであり，統合させた保健福祉サービ

スの枠組みにおいて，保健・医療・福祉が相互に連携・統合し，「何らかの支援を要する対象に

対する人間科学を活用した学問体系」を志向したもの，と整理された。

　保健福祉学をソーシャルワークとの関係で捉えると，どのように位置付けることが出来るのか。

北島 (2016) はソーシャルウェルフェア，ソーシャルセキュリティ，ソーシャルワークの関係性

を整理し，それぞれソーシャルサービスと制度からなる組織化された体系，保護プログラム，専

門職サービスと定義した上で，ソーシャルウェルフェアという車体を，二つの車輪である専門職

サービスと保護プログラムで動かしていると説明する。北島の知見に負えば，保健福祉学はソー

シャルウェルフェア，ソーシャルセキュリティを視野においたものとして位置付けることは可能

であろう。では，ソーシャルワークとの関係ではどうか。システム科学ないし人間科学にソーシャ

ルワークが含まれていると捉えることも可能ではある。しかし，ソーシャルワーク専門職のグロー

バル定義をはじめとした，ソーシャルワークの価値・倫理に拠っているわけではない。保健福祉

学の学問的基盤が社会福祉学にあるのかは明確ではないが，牧野や日本社会事業学校連盟が構想

したように社会福祉学をもとに体系を再構築しうるのではないか。

　日本の保健医療ソーシャルワークの成立に大きな影響を与えた米国では，ヘルスケア領域にお

けるソーシャルワークを上位概念として，医療機関を基盤とした医療ソーシャルワークと，疾病

や傷害の予防を行う公衆衛生ソーシャルワークの体系化が行われ，予防的支援が必要となる人々
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に対して，ソーシャルワークの価値を基盤に実践と研究の蓄積がなされている。日本においても

社会福祉学を基盤として，保健福祉学と保健医療ソーシャルワークの統合的検討を行うことで，

アメリカと同様に，例えば男性同性愛者の HIV 感染予防や災害時の感染症予防など予防的支援

の実践と研究のより体系的な検討が可能になりえる。日本における保健福祉学と医療ソーシャル

ワークの体系化は，牧野や日本社会事業学校連盟によって既に検討されてきたものもある。医療

ソーシャルワーク業務指針に留まらない，社会正義と人権，多様性尊重を核とした疾病や障害の

予防，保健・公衆衛生をも包含した検討が必要である。
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A Study on Public Health in Social Welfare Study: Focusing on Health and 
Medical Social Work, and Health and Welfare Studies.

Kei KATO

Abstract
 In Japan, discussion on systematization of public health social work is delayed. Hence, it is necessary to 
systematize social work in health and welfare, including public health for illness and disorder, from the 
perspective of social justice and human rights.  The aim of this paper is to clarify the problems in studies 
on health and medical social work, and health welfare and to organize characteristics of social work in 
health care and human sciences of health-social services concerning prevention of illness and disorders, 
and public health care. We examine a possibility of integrating health-social services and social work in 
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health care, based on social welfare studies. The result suggest that it is possible to practice social welfare 
studies for people who need support for preventing illness and disorders, and  that we can examine the 
problems more systematically. 
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