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甲444号 博士（社会福祉学） 室田
ムロタ

　信一
シンイチ アメリカにおける福祉国家の政策とコミュニティー・オーガナイジングの力動

―コミュニティ・オーガナイザーの役割分析を通して―
2010/3/31

甲451号 博士（社会福祉学）
PUSHKAR
プシュカー

 SINGH
シン

 RAIKHOLA
ライコラ

A Comparative Study on Elderly Care Practice:Kyoto and Kathmandu

（高齢者介護実践の比較研究：京都とカトマンジュ）
2010/9/16

甲453号 博士（社会福祉学） 引
ヒキ

土
ツチ

　絵
エ

未
ミ アディクション回復支援における治療共同体モデル構築―米国治療共同体Amityモデルを中心に― 2010/9/20

甲469号 博士（社会福祉学） 山村
ヤマムラ

　律
リツ

（りつ） 精神障害者への就労支援のための支援モデルと制度―効果的モデルの実施可能性を基準として― 2011/3/20

甲470号 博士（社会福祉学） 崔
チェ

　銀
ウン

珠
ジュ NPOの役割に関する日韓比較研究―R.M.Kramerの所説を手がかりに、高齢者福祉分野を中心にして― 2011/3/20

甲471号 博士（社会福祉学） 徐
シゥ

　荣
ロン 上海における高齢者福祉サービスシステムの構築―介護の社会化を図る地域包括ケアを中心に― 2011/3/20

甲505号 博士（社会福祉学） 市瀬
イチノセ

　晶子
アキコ 「人としての承認」(personhood)をめぐって認知症高齢者の存在が問いかけるもの

―社会福祉実践におけるスピリチュアリティの意味―
2011/3/31

甲517号 博士（社会福祉学） 井上
イノウエ

　祐子
ユウコ 高齢者福祉施設生活相談員の職務体制の継続的サポートに関する研究 2011/9/20

甲518号 博士（社会福祉学） ヒロノ　シュンスケ 「自立生活」の思想的系譜―身体障害者運動に焦点をあてて― 2011/9/20

甲587号 博士（社会福祉学） 口
クチ

村
ムラ

　淳
アツシ 高齢者ショートステイにおけるレジデンシャル・ソーシャルワーク―生活相談員の業務実態及び援助内容に着

目して―
2013/3/21

甲588号 博士（社会福祉学） 窄山
サコヤマ　

　太
フトシ ソーシャルワークの焦点に関する基礎的研究―状況概念に着目して― 2013/3/21

甲615号 博士（社会福祉学） 大倉
オオクラ

　高志
タカシ 家族を自殺で亡くした遺族への情報提供と支援　―続柄を考慮した語りの質的比較分析― 2013/3/31

甲631号 博士（社会福祉学） 羅
ナ

　珉
ミン

京
キョン 地域包括ケア推進における特別養護老人ホームの役割

－地域福祉実践を通した社会福祉法人施設としてのあり方を問う－
2014/3/6

甲640号 博士（社会福祉学） 李
リ

　善惠
ソンヘ 賀川豊彦の社会福祉実践・思想が韓国に及ぼした影響に関する研究 2014/3/20

甲641号 博士（社会福祉学） 郭
カク

　芳
ホウ 中国農村地域における「村宅老所」サービスモデルの構築

―日本の小規模多機能ケアを参考に―
2014/3/20

甲642号 博士（社会福祉学） 李
イ

　宣
ソン

英
ヨン ケアサービスの準市場

―日本・韓国の事例を足がかりにして―
2014/3/20

甲687号 博士（社会福祉学） 石田
イシダ

　慎二
シンジ 営利法人に対する保育政策に関する研究

― 保育サービスの実態の比較検討を通して ―
2014/9/27
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甲732号 博士（社会福祉学） 種橋　征子
タネハシ　セイコ 介護老人福祉施設の介護職員と利用者の間で展開される「ケア」についての研究

―ケアプロセスにおける互いの「成長」に着目して―
2015/3/31

甲740号 博士（社会福祉学） 加納
カノウ

　光子
ミツコ 改正精神衛生法時代の地域精神保健医療ソーシャルワーク

―保健所における開拓型支援モデルの形成過程と推進要因―
2015/9/26

甲749号 博士（社会福祉学） 藤井
フジイ

  博志
ヒロシ 地域福祉の開発実践と基盤のマネジメント

ー社会福祉協議会の実践研究からー
2016/3/3

甲757号 博士（社会福祉学） 李
イ

　彦
オン

尚
サン 地域福祉計画策定における福祉コミュニティ意識の変化に関する考察

－住民参加による新たな方法を探る－
2016/3/20

甲824号 博士（社会福祉学） 姜
カン

　民
ミン

護
ホ 韓国における親の離婚を経験した子どもの支援に関する基礎研究 2017/3/21

甲825号 博士（社会福祉学） 任
イム

　貞美
ジョンミ 効果的な高齢者虐待予防モデル構築に関する研究

－高齢者福祉施設での虐待の連鎖を断ち切るために－
2017/3/21

甲826号 博士（社会福祉学） 田中
タナカ

　弘美
ヒロミ 「稼得とケアの調和モデル」の実現に向けて

－国際比較と移行経路－
2017/3/21

甲827号 博士（社会福祉学） 南
ミナミ

　友二郎
ユウジロウ 地域福祉推進における生活課題解決に向けた実践方法論研究

－社会的企業実践を手がかりに－
2017/3/21

甲828号 博士（社会福祉学） 朴
パク

　順龍
スンヨン 韓国におけるロールレタリング技法を活用した受刑者教育プログラムの開発及び効果に関する研究 2017/3/21

甲897号 博士（社会福祉学） 孟
メン　

　浚鎬
ジュンホ 日本と韓国における高齢者の自殺予防福祉モデル構築に関する基礎的研究 2018/3/20

甲898号 博士（社会福祉学） 田嶋
タジマ　

　英行
ヒデユキ 実存主義ソーシャルワークにおける環境と適合することの意味 

－D.Krillによる援助枠組みの分析をもとに－
2018/3/20

甲962号 博士（社会福祉学） 李　玲珠
イ　　　ヨンジュ 韓国「第３次痴呆管理総合計画」のセオリー評価

―認知症高齢者の暮らしの改善に向けて―
2018/9/20

甲963号 博士（社会福祉学） 岡本　晴美
オカモト　ハルミ 社会福祉施設における人材育成システムの基礎的研究

―児童養護施設における取り組みを通して―
2018/9/20

甲976号 博士（社会福祉学） 松本　理沙
マツモト　リサ 障害者のきょうだい支援に関する研究

―セルフヘルプ・グループの限界と今後の展望―
2019/3/7

甲984号 博士（社会福祉学） 孫　希叔
ソン　　ヒスク 新人ソーシャルワーカーの成長に関する研究

―特別養護老人ホーム生活相談員のネガティブな経験に対する語りに着目して―
2019/3/20

甲985号 博士（社会福祉学） 髙橋　順一
タカハシ　ジュンイチ 就学前児童の親の社会福祉関連ＱＯＬをインパクトとしたプログラム評価に関する研究 2019/3/20

甲986号 博士（社会福祉学） 奥村　賢一
オクムラ　ケンイチ ネグレクト児童の学校ソーシャルワーク実践に関する研究

―拠点巡回型スクールソーシャルワーカーの専門的役割を中心に―
2019/3/20
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甲987号 博士（社会福祉学） 鄭　熙聖
チョン　ヒソン 独居高齢者のセルフ・ネグレクトに関する研究 2019/3/20

甲1035号 博士（社会福祉学） 朴
パク　

　蕙彬
ヘビン 日本における高齢者に対するエイジズムの変遷

―映画にみられるステレオタイプの分析から―
2019/9/12

甲1057号 博士（社会福祉学） 金
キム

　松美
ソンミ 多文化ソーシャルワーカーの実践経験に関する研究

―カルチュラルコンピテンスの変化を中心に―
2020/3/20

甲1058号 博士（社会福祉学） 任
イム　

　セア
実践現場における介護職の専門性の向上に関する研究

―人材育成の仕組みづくりに向けて―
2020/3/20

甲1059号 博士（社会福祉学） 史
シ　

　邁
マイ 「協働モデル」の提示：制度的支援の「狭間」を埋める新たな支援戦略 2020/3/20

甲1060号 博士（社会福祉学） 遅
チ　

　力榕
リヨウ 中国におけるボランタリー活動の発展に資する中間支援組織研究

―日本のボランティア・市民活動の発展段階を踏まえて―
2020/3/20

甲1196号 博士（社会福祉学） 小畑
オバタ

　美穂
ミホ 社会へ働きかける医療ソーシャルワーカーの可能性

－マネジメント化による内向き姿勢を克服するために－
2022/3/20

甲1197号 博士（社会福祉学） 楊
ヨウ

　慧敏
ケイビン 中国における持続可能な介護保険制度の構想

―パイロット事業および日本の経験の分析から―
2022/3/20

甲1243号 博士（社会福祉学） 梅谷　聡子
ウメタニ　サトコ 児童養護施設で育つ子どもへの自立支援の課題

–ソーシャルワークにおけるレジリエンス概念を手がかりに–
2022/9/17

甲1244号 博士（社会福祉学） 小山　聡子
オヤマ　サトコ 演劇/ドラマの手法（活動）がソーシャルワーク教育にもたらす意味と意義

―クリティカルな省察へのかけはしとして―
2022/9/17

甲1245号 博士（社会福祉学） 内山　智尋
ウチヤマ　チヒロ 中国社区の高齢者ケアにおける福祉コミュニティ形成の可能性に関する研究

－ガバナンスと住民参加に注目して－
2022/9/17


