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教員詳細情報
氏名

九州看護福祉大学
村本 浄司

連絡先メールアド
レス
役職・職名

准教授

所属

看護福祉学部 社会福祉学科
筑波大学大学院人間総合科学研究科博士課程修了、博士（行動科学）
（筑波大学）
筑波大学人間総合科学研究科 博士特別研究員
知的障害者総合援護施設 茨城県立あすなろの郷 研究員

略歴

東京福祉大学 社会福祉学部 専任講師
九州看護福祉大学 看護福祉学部 社会福祉学科 准教授

取得学位

修士（教育学）
（筑波大学）
博士（行動科学）
（筑波大学）
社会福祉の原理と政策Ⅰ・Ⅱ
地域福祉と包括的支援体制Ⅰ・Ⅱ
臨床心理学

担当科目

相談援助演習Ⅰ～Ⅳ
ソーシャルワーク演習Ⅰ～Ⅳ
ソーシャルワーク実習指導Ⅰ・Ⅱ
相談援助実習指導Ⅰ・Ⅱ
基礎演習Ⅰ・Ⅱ

専門分野

障害者福祉、地域福祉、知的・発達障害児者支援、応用行動分析学、特別支援教
育、臨床心理学、強度行動障害
日本特殊教育学会、日本行動分析学会、日本福祉心理学会、日本自閉症スペクト

所属学会

ラム学会、障害科学学会、日本発達障害学会、日本社会福祉学会、日本障害者虐
待防止学会、日本 DCD 学会

現在の研究テーマ

１）強度行動障害のある人の感覚特異性とその支援法
２）知的発達障害者の地域生活支援
（著書）
１）

日本福祉心理学会監修（2021）福祉心理学（日本福祉心理学会研修テ

キスト）
：基礎から現場における支援まで．
（担当：第 7 章知的障害福祉にお
ける心理学的支援）
教育研究業績
（著書・学術論文等）

２）

藤島薫編（2020）2021 年版社会福祉士試験ズバリ予想問題集, ナツメ

社（担当：障害者福祉論、地域福祉論、児童福祉論）
３）

村本浄司（2020）施設職員 ABA 支援入門：行動障害のある人へのアプ

ローチ, 学苑社．
４）

日本行動分析学会編（2019）行動分析学事典．（担当：行動契約）

５）

園山繁樹監修、村本浄司著、裴虹・雨貝太郎編（2017）自閉症児童成人

指導指南「自己管理」, 浙江科学技术出版社．
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６）

園山繁樹監修、村本浄司著、裴虹・雨貝太郎編（2018）自閉症児童成人

指導指南「理解」, 浙江科学技术出版社．
７）

東京福祉大学出版会編（2017）レポート・試験はこう書く

保育児童

福祉要説第五版, 中央法規．（担当：第 7 章社会福祉入門、第 14 章社会福
祉）
８）

園山繁樹・裵虹編著（2016）自閉症問題行動介入, 復旦大学出版社.（担

当：第 7 章、施設に入所する行動問題を示す自閉症者への PECS を使用し
た支援）
９）

小林重雄監修、伊藤健次・野呂文行・園山繁樹・平雅夫・宮本信也編著

（2012）自閉症教育基本用語辞典, 学苑社. （担当：「異食」「エコラリア」
「儀式的行動」
「機能的コミュニケーション訓練」
「社会福祉士」、
「随伴練習
法」
「ソーシャルワーカー」「代替行動分化強化法」
）
（論文）
１）村本浄司（2021）ソーシャルワークにおける行動論的アプローチの現在位
置と包括的支援体制における応用可能性について. 九州ジャーナルオブソ
ーシャルワーク, 4, 1-5.
２）村本浄司（2021）自閉スペクトラム症者における感覚の特異性と強度行動
障害との関連. 東京福祉大学研究紀要, 65-71.
３）村本浄司・角田博文（2014）他害や自傷などの行動問題を示す自閉症者へ
の支援:先行子操作を中核として. 自閉症スペクトラム研究, 11(2), 29-37.
４）村本浄司（2014）入所施設において問題行動を示す知的障害者への機能的
アセスメントに基づいた包括的支援 : 支援計画の評価に関する支援者の実
行性と効果性からの検討. 障害科学研究, 38, 55-66.
５）角田博文・村本浄司（2014）知的障害者入所施設における応用行動分析を
用いた取り組み―実践経過とその課題について―. 福祉心理学研究, 10, 3444.
６）冨田雅裕、村本浄司（2013）入所施設における他害行動などの行動問題を
示す自閉症利用者への包括的支援. 特殊教育学研究, 51(3), 301-310.
７）村本浄司（2012）問題解決訓練とトークンエコノミーによる成人への支援.
実践障害児教育, 5 月号, 14-17.
８）村本浄司・角田博文（2012）大規模入所施設から民間入所施設への行動コ
ンサルテーション. 厚生労働省科学研究費補助金障害者対策総合研究事業
「強度行動障害の評価尺度と支援手法に関する研究」平成 23 年度総括・分
担研究報告書, 74-81．
９）篠田紗枝、村本浄司、園山繁樹（2011）知的障害者入所更生施設における自
閉性障害者に対する余暇活動支援の事例的検討. 福祉心理学研究, 8(1), 8898.
１０） 角田博文、村本浄司（2011）問題行動を示す自閉症者へのトークンエ
コノミーによる援助と考察. 福祉心理学研究, 8(1), 80-87.
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１１） 村本浄司（2011）行動障害への対応と支援ネットワークの構築

－大

規模入所施設における行動障害のある人への施設内支援－. 福祉心理学研
究, 8(1), 39-44.
１２） 村本浄司、園山繁樹（2011）常同行動を示す自閉症者に対する活動ス
ケジュールを使用した余暇支援 ―入所施設における職員への要求行動の
形成を通した余暇活動の維持の検討―. 障害科学研究, 35, 147-159.
１３） 村本浄司、園山繁樹、大石公一、鈴木一男（2010）攻撃的行動を示す自
閉症青年に対する問題解決訓練の試み－トークンエコノミー法との併用に
よる効果の検討－. 福祉心理学研究, 7(1), 28-38.
１４） 村本浄司、園山繁樹（2010）知的障害者入所更生施設において多飲行
動を示す自閉症者に対する PECS を用いた支援の効果. 特殊教育学研究,
48(2), 111-122.
１５） 村本浄司、園山繁樹（2009）発達障害児者の行動問題に対する代替行
動の形成に関する文献的検討. 行動分析学研究, 23(2), 126-142.
１６） 村本浄司、園山繁樹（2008）知的障害者入所更生施設における激しい
行動問題を示す自閉症利用者に対する行動契約法を中核とした介入パッケ
ージ. 福祉心理学研究, 5(1), 12-24.
（翻訳）
１）園山繁樹監訳（2010）発達障害のある人と楽しく学習（担当：第 10 章～第
13 章、付録）
2014 年 4 月 茨城県立あすなろの郷 外部有識者（現在に至る）
2014 年 7 月 東京都社会福祉事業団東村山福祉園研修講師（2018 年 2 月）
2014 年 8 月 富津市強度行動障害支援者養成研修講師（2016 年 3 月まで）
2014 年 10 月 茨城県内原特別支援学校専門家派遣事業担当講師（2017 年 3 月
まで）
社会活動・社会貢
献

2014 年 11 月 放課後等支援事業株式会社エルチェ研修講師（2016 年 5 月ま
で）
2015 年 4 月 東京都西東京市障害支援区分認定審査会委員（2021 年 3 月まで）
2016年4月 茨城県友部東特別支援学校専門家派遣事業担当講師（2017年3月ま
で）
2017年4月 茨城県境特別支援学校学校評議員（2021年3月まで）
2017年4月 茨城県境特別支援学校専門家派遣事業担当講師（2021年3月まで）
2021 年 4 月 日本福祉心理学会福祉心理士更新担当（現在に至る）

