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　分野別質保証を求める高等教育政策を背景に，近年，専門職の資質・能力の明確化と，それを実
質化するカリキュラムの構築が課題となっている。このような課題に対応するべく，専門分野別の
アクレディテーションの伝統を持つ米国の事例研究が，医師，法曹，教育，ビジネス等，高等教育
機関での養成プログラムを有する各職業分野において進められている。しかし，米国の専門職養成
課程の多様性は，日本のそれを大きく上回る。本研究の目的は，これら米国において専門職として
の養成課程を有しながら，日本において高等教育レベルの養成課程が未確立の職業を「次世代専門
職」と位置付け，そこに求められる能力水準や養成課程の有様を考察することにある。具体的には
カイロプラクティック，家族療法，葬儀サービスを対象として，アクレディテーション基準の比較
を行う。これら日本国内に未定着の専門職種の研究は，未だ蓄積の少ないテーマであるものの，将
来における新たな専門職の誕生，あるいは既存職業の専門職化の可能性を占ううえで，重要な課題
であるといえるだろう。
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１．はじめに
　分野別質保証を求める高等教育政策を背景に，近年，
専門職の資質・能力の明確化と，それを実質化する
カリキュラムの構築が課題となっている1）。このよう
な課題に対応するべく，専門分野別のアクレディテー
ションの伝統を持つ米国の事例研究が，医師，法曹，
教育，ビジネス等，高等教育機関での養成プログラム
を有する各職業分野において進められている2）。しか
し，米国の専門職養成課程の多様性は，日本のそれを
大きく上回る。本研究の目的は，これら米国において
専門職3）としての養成課程を有しながら，日本におい
て高等教育レベルの養成課程が未確立の職業を「次世
代専門職」と位置付け，そこに求められる能力水準や
養成課程の有様を考察することにある。具体的にはカ
イロプラクティック，家族療法，葬儀サービスを対象
として，アクレディテーション基準の比較を行う。こ
れら日本国内に未定着の専門職種の研究は，未だ蓄積
の少ないテーマであるものの，将来における新たな専
門職の誕生，あるいは既存職業の専門職化の可能性を
占ううえで，重要な課題であるといえるだろう。

２．本研究の対象と方法
　まず，本研究が対象とする米国のアクレディテー
ションの仕組みについて概観しておこう。アクレディ
テーションは大学ないし専門職団体によるボランタ

リーな評価システムとして，米国における高等教育の
質保証，ないしガバナンスの基本的な特質をなしてい
る。アクレディテーションの実施主体は，機関別の評
価を行う地域別のアクレディテーション団体と，個別
の学部や教育プログラムを評価対象とする専門分野
別のアクレディテーション団体の２つに大きく分け
られる。さらに，これらの団体の活動もまた，連邦
教育省（U.S. Department of Education）や大学団体
の１つであるCHEA（Council for Higher Education 
Accreditation）による認証を受ける。連邦教育省の
認証が資金提供プログラムと結びつく一方，CHEAに
よる認証は適正なアクレディテーション活動を保証す
るもので，金銭的なメリットはもたないが，多種多様
な団体が存在する専門分野別のアクレディテーション
の場合には，資金提供プログラムにこだわるところで
はなく，連邦教育省かCHEAのいずれでも，社会にお
ける自分たちの存在を明確にする目的に適った認証が
目指される4）。
　専門分野別のアクレディテーション団体のうち，連
邦教育省とCHEAのいずれかの認証を受けている団体
は73にのぼる5）。このうち，本研究が事例研究の対象
とするのは，カイロプラクティック教育に関わるCCE
（Council on Chiropractic Education），家族療法教育
に関わるAAMFT（American Association for Mar-
riage and Family Therapy），葬儀サービス教育に関
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わるABFSE（American Board of Funeral Service 
Education）の３団体である。いずれも連邦教育省と
CHEAの双方の認証を受けており，十分な社会的認知
を持つ専門分野別のアクレディテーション団体である
といえるだろう。
　以下，これら３団体のアクレディテーション基準の
記述を中心に，カイロプラクター，家族療法，葬儀サー
ビスそれぞれの職業概要，資格要件，アクレディテー
ション団体の沿革と役割，身につけるべき能力の基
準，カリキュラム上のスタンダード，及び臨床要件を
まとめていく。事例研究において主に参照した資料は
次の通りである。まず各職種の概要と資格要件につい
て，連邦労働省統計局発行の「Occupational Outlook 
Handbook, 2012-13 Edition」を参考とした（Bureau 
of Labor Statistics, U.S. Department of Labor 2012）。
同書は数百タイプの職業について，教育要件，収入，
展望，労働条件等の概要をまとめたものであるが，隔
年で更新されており，近年のアメリカにおける各職業
の全体像の把握や，職業間比較の基礎資料として適
した資料である6）。次にアクレディテーション団体の
沿革と役割については，各団体のHPの他，各団体発
行のアクレディテーションマニュアルを参照した。ま
た能力基準，カリキュラム，臨床要件については，各
アクレディテーション団体が教育プログラムの認証に
用いているアクレディテーション基準を主な資料とし
た。以上の資料から明らかにされる３職種の顕著な差
異と共通項の整理を通じて，これら日本に馴染みの薄
い職業における専門分野別質保証の在り方を考察する
ことが，本稿の最終的な目的である7）。

３．事例研究
3.1　カイロプラクティック（カイロプラクター）
【職業概要】まずカイロプラクター（脊椎ヘルスケア
の専門家）は，筋骨格系（骨，筋肉，靱帯，腱から構成）
に健康上の問題がある患者を治療する。脊椎用手操作

（spinal manipulation）や他の技術を使用して，患者
の背中や首の痛みなどの慢性的な疾患を治療する。具
体的には，①患者の医学的状況の評価（患者の病歴の
再検討，問診，健康診断による），②患者の姿勢と背
骨の診断，③筋骨格治療（手での脊柱と関節の矯正に
関連するもの），④追加の診断用検査（患者の姿勢の
診断やＸ線撮影を含む），⑤付加的な治療（患部を暖
めたり冷やしたりすることなど），⑥健康やライフス
タイル（エクササイズや睡眠習慣など）に関するアド
バイス，⑦必要に応じて他の医療専門家を紹介する，
などを業務とする。なお，カイロプラクターは2010年
現在，およそ52,600名を数える。
【資格要件】カイロプラクターになるにはカイロプラ
クティック博士学位と州の免許証が必要である。カ
イロプラクティックの博士プログラム（DCP: Doctor 

of Chiropractic Programs）は４年間であり，入学に
は３年間の学士課程教育を修了していなければならな
い。このDCPへの入学には，学士課程での90セメス
ター単位8）の取得が要件である。これには物理学，化
学及び生物学のようなリベラルアーツと実験科学の教
科を含むことが求められている。必須ではないがDCP
に進む前に学士学位を取得する学生が多い。また入学
前に栄養学やスポーツリハビリテーションなどの関連
分野で修士学位を取得する者もいる。DCPにおける
「座学」は，解剖学，生理学，生物学及び関連科目か
ら成る。これらの学習はDCPの最初の２年間で完了
する。その後，学生は「臨床」経験をつむが，そこに
は脊椎用手操作及び診断法が含まれる。卒業後，カイ
ロプラクティック放射線学や小児科などの専門分野で
追加の研修を行い，レジデント研修を終える者もいる。
　なお，全米の全ての州とコロンビア特別区では，カ
イロプラクターのライセンスが必要である。細かい要
件は州によって異なるが，全ての地区でアクレディッ
トされたカイロプラクティックのDCPの修了証が必
要である。また全ての自治体で，試験の合格（全米
カイロプラクティック試験委員会；National Board of 
Chiropractic Examinersの試験か地区独自の試験，ま
たはその両方）が必要である。通常，これらには筆記
試験と実技評価が含まれる。資格の保持には継続的な
教育を受けることが必要となる。
【アクレディテーション】カイロプラクティックのア
クレディテーション団体は，カイロプラクティック教
育協会（CCE:　The Council on Chiropractic Educa-
tion）である。2012年現在，同協会は15の博士プログ
ラムを認証している。同協会の沿革は，1935年に全
米カイロプラクティック協会（NCA; National Chiro-
practic Association）が設立したCES（Committee on 
Educational Standards）に遡る。以後，1940年にかけて，
NCAに加え，CHB（Chiropractic Health Bureau），
CSCEB（Council on State Chiropractic Examining 
Boards）等が教育改善に対する支援を進めている。ま
た1938年には，CESが最初の機関自己評価アンケート
をカイロプラクティック教育に関わる37機関に送付し
ており，1939年には教育要件が設定され，さらに1941
年に暫定的に12校が認定されている。その後，1941年
から1961年にかけて教育機関の統廃合が進み，教育水
準を向上させ10校までに収斂している。これらの動
きを踏まえ，1971年に設立されたのがCCEである。
CCEの活動は，1974年に保健教育福祉省（Department 
of Health, Education and Welfare）からの認証を，
また1976年には大学団体としてのCOPA（Council on 
Postsecondary Accreditation）からの認証を受けてい
る。このうち保健教育福祉省の認証が連邦教育省に，
COPAの認証がCORPA（Commission on Recognition 
of Postsecondary Accreditation）を経てCHEAに，
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それぞれ引き継がれ，現在に至る（CCE The Council 
on Chiropractic Education  2013a）。
【能力基準】CCEはカイロプラクターのコンピテン
シーとして，DCP修了要件に15項目からなる「要求さ
れる臨床能力（Required Clinical Competencies）」を
掲げている。具体的には，a. 問診（history taking）
b. 健康診断（physical examination）c. 神経筋骨格系
診断（Neuromusculoskeletal Examination）d. 社会心
理的評価（The Psychosocial Assessment），e. 診断検
査（Diagnostic studies），f. 診断(Diagnosis)，g. 症例
管理（case management），h. 矯正・整体（Chiropractic 
Adjustment or Manipulation），i. 緊急ケア（Emer-
gency Care），j. 症例のフォローアップとレビュー 
（Case Follow-Up and Review），k. 記録管理（record-
keeping），l. 医師と患者の関係維持（The Doctor-
Patient Relationship），m. 専門的な課題（professional 
issues），n. ウェルネス（Wellness），o. 道徳規範と誠
実さ（Ethics and Integrity），の諸項目である。さらに，
いずれの項目においても，学生が達成すべき，①態度 

（Attitudes），②知識（Knowledge），③技術（Skills）が，
詳細に規定されている（The Council on Chiropractic 
Education　2007）。
　一例として，「g. 症例管理」の項目におけるコンピ
テンシーを見てみよう。まず症例管理に必要な「態度」
については，A治療計画を作成・記録・伝達し，臨床
状況に応じて計画の要素を評価し修正する必要性を理
解し，B患者のインフォームドコンセント・協力を得
て，治療紹介状を遵守する必要性を十分に理解し，C
治療計画の伝達の際に患者の身体的・心理社会的要因
を考慮し，D個人的・専門的治療の限界を認め，紹介
または共同治療の必要性を認識し，E患者の全ての管
理記録に適切，正確かつ最新情報が確実に含まれる必
要性を認識し，F医師・患者関係の機密保持を意識し，
適切な情報がそれをレビューする機関・個人に対して
のみ適切に開示されるようにし，G適切，正確，時宜
を得たやり方で患者の記録及び報告に対する要求に応
じ，H予防的ケア・健康増進の実践の重要性を認識す
る，ことができるものとされている。次に，「知識」
については，A診断，病態生理学，疾患の自然経過と
矛盾しない適切な治療計画と予後を記録し，B治療計
画の作成において患者の健康と心理社会的なニーズを
評価・統合し，C初期診断と予後の妥当性及び治療計
画の有効性の評価において医師の役に立つ結果測度を
選択・採用し，D患者記録（患者の病歴及び検査所見，
診断及び患者治療計画，回復記録，往復文書，提供サー
ビス，提供治療，金銭のやりとりなどの情報を含む）
の整理に関して職業的・法的に容認されるやり方を理
解し，E健康維持とウェルネスケアに対する適切な評
価を選ぶ，などが修得されているものとしている。さ
らに，「技術」については，A診断，推奨される治療，

必要な代替的治療を患者に効果的に伝え，B健康管理
の必要性ついて患者に教育を行ない，C患者が自分の
健康状態及び健康管理の必要性についてきちんと理解
するような適切なコミュニケーション形態をとり，D
薬を用いない適切な健康管理療法（栄養補助食品或い
はサプリメントを除く）を特定・開始し，E適切なカ
イロプラクティック矯正・整体を行ない，F臨床的に
必要であれば，相談や継続的な検査或いは他の治療を
患者に照会し，G患者のニーズに対して適切であれば
紹介或いは共同治療を開始し，H患者の評価及び症例
管理の記録を適切に管理し，I患者の状況の変化，あ
るいは治療の効果が見られないことに対して適切に対
処し，J報告及び専門的な文書をつくり，K臨床的な
回復の評価に用いられる可能性のある明確な治療成果
を提示し，患者の痛みがいつ消散し最大の治療効果が
得られたかを理解し，L所定の臨床手順が不十分な時
はそれを理解し，必要であれば他の方法を組み入れ，
M異なる年齢集団での一般的なスクリーニング法及び
ウェルネス評価を行ない，N患者の治療及び診療管理
に関連する情報を集め管理するための技術を効果的に
活用する，などができるものとされている9）。
【カリキュラム】これらコンピテンシーを保証する
DCPのカリキュラム基準は次のように提示されてい
る（The Council on Chiropractic Education 2012）。
まず，DCPは4,200時間以上の授業時間から構成され
ていなければならず，その一部には患者治療の実習時
間が含まれている必要がある。学生は学位取得にあた
り，このDCPプログラム全単位の25％以上を履修し
なければならない。またカリキュラム内容は，要求さ
れる臨床的技術の獲得のために座学知識と他の重要な
準備知識を提供し，生涯学習と職業上の継続的な向上
の基礎を形成するものとされる。これらの内容は，必
ずしも個別のコースで提示される必要はないが，以下
を含む。すなわち，①基礎：カイロプラクティックの
原則，実習，哲学及び歴史，②基礎科学：解剖学，生
理学，生化学，微生物学および病理学，③臨床科学：
身体・臨床・検査室診断，画像診断，脊椎分析，整形
外科，生体力学，神経学，背骨の矯正／整体，四肢整
体，リハビリと治療法・手続き（能動的及び受動的ケ
ア），毒物学，患者管理，栄養学，臓器系，特定集団，
応急処置，ウェルネス及び公衆衛生，及び臨床的な意
志決定，④専門実践（professional practice）：道徳規
範と品位，法律，経営･診療管理，職業上のコミュニケー
ション，⑤情報リテラシーと研究方法論：情報を入手・
理解し，研究と学術活動に付随する結果を批判的に分
析する能力，である。
【臨床要件】臨床実習カリキュラムについては，さ
らに詳細な内容が定められている（The Council on 
Chiropractic Education　2007）。DCPの臨床実習プロ
グラムは，以下の量的な臨床要件を満たすものとされ
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ている。①20名の患者（うち16名は学生以外）につい
ての病歴，②20名の患者（うち16名は学生以外）の検
査，および15の症例タイプ（上記20名の症例でも可）
に関する臨床検査，③DCPの講義と臨床段階の両方
に参加する一方で，少なくとも25の尿検査，20の血液
学的な処置，10の臨床化学，微生物学或いは免疫学的
な処置，或いは人間の血液及び/または他の体液に関
する分析結果を含む臨床検査の解釈，④20のX線撮影
検査（技術的要素については25％，また解釈的要素に
対しては100％の評価が必要），および15の異なる症例
のタイプ（上記20名の症例でも可）の放射線学の解釈，
⑤明確な症例管理計画がある20名の患者の診断（うち
16名は学生以外），および明確な症例管理計画がある
15の症例タイプ（上記20名の症例でも可）の診断，⑥
250のカイロプラクティック治療（うち最低でも200は
脊椎矯正であること）。この250の治療経験（うち200
は学生以外）は，接触（encounter）時に行なわれる
もので，少なくとも75は直接的観察を通じて評価され
なければならない。⑦15以上の症例を評価し治療技術
を施すこと。そのうち最低10の症例は実際の患者（う
ち8名は学生以外）でなければならない。その他，臨
床科目の指導教員にはカイロプラクティック免許が求
められるなど，指導者側の資質もまた，アクレディテー
ションの対象となる。

3.2　家族療法士
【職業概要】次に家族療法士（Marriage and Family 
Therapists）は，心理療法と家族システムの教育訓練
を受けた精神衛生の専門家であり，結婚や家族制度
の文脈の中で精神的・感情的な疾患の診断と治療をお
こなう者である。彼らは，結婚や家族などの主要関係
ネットワークにおける個人の性格と役割に注目し，全
体性から医療を捉え，個人とその家族の長期的な幸福
を目指す。アメリカにおける2010年の職業従事者数は
約36,000人である。彼らが取り扱う主な事例は，うつ
病，夫婦間の問題，個々の心理的な問題，親子問題，
情動障害，成人のアルコール依存症や薬物乱用，子供
の行動障害，成人の統合失調症，思春期の薬物乱用，
若い成人女性の食欲不振，小児自閉症，成人および小
児における慢性的な身体的な病気，夫婦の苦悩と葛藤
などで，幅広いが家族に関係した問題に焦点化されて
いる。
【資格要件】家族療法士となるには，修士号（２～３年）
が必要で，修士のプログラムには，ほとんどの分野の
学士号で入学可能である。主たる資格取得のプロセス
は，認定プログラム（修士）を卒業後，通常２年の臨
床経験を経て，州の試験またはAAMFT（American 
Association for Marriage and Family Therapy）の管
理するライセンス試験に合格するといったものであ
る。家族療法士は，連邦政府によるメンタルヘルス専

門家の認定を受けており，50州において資格取得プロ
セスの支援と規制が実施され，46州でライセンス化
されている（American Association for Marriage and 
Family Therapy 2013）。
【アクレディテーション】家族療法士のアクレディ
テーション団体はAAMFT（1942年創設）である。
より厳密にはAAMFT内のCOAMFTE（Commission 
on Accreditation for Marriage and Family Therapy 
Education）が行う修士課程，博士課程，及び卒後臨
床研修プログラムに対する認証活動が，CHEAによっ
て認定されている。修士プログラムはエントリレベル
の教育を，博士プログラムはアカデミックキャリアの
ための教育を，卒後臨床研修プログラムは専門研修を，
それぞれ主目的としている。各プログラムの認証数は
修士課程74プログラム，博士課程22プログラム，卒後
研修12プログラムである（American Association for 
Marriage and Family Therapy 2013）。
　COAMFTEの沿革は1971年，AAMFTが教育訓練
プログラムのスタンダードを発表したことに遡る。
さらに，1974年にAAMFT理事会がアクレディテー
ション・コミッティーを設立，1975年に　上記スタ
ンダードを基にアクレディテーションマニュアルが
公表された後，1978年にコミッティーがCOAMFTE
に再編された。また1978年には保健教育福祉省からの
認証を，1994年にはCORPAの認証を受け，これらが
現在の教育省及びCHEAの認証に引き継がれている。
その他，COAMFTEは，各州の免許・資格認定機
構，及びAMFTRB（the Association of Marital and 
Family Therapy Regulatory Boards）との連携が深
い（Commission on Accreditation for Marriage and 
Family Therapy Education 2011）。
【能力基準】家族療法士に求められるコンピテン
シーは，AAMFTと利害関係者によって作成された
「Marriage and Family Therapy Core Competencies」
に示されている（American Association for Marriage 
and Family Therapy 2004）。まず，コンピテンシー
は①治療の開始（Admission to Treatment, 20項目），
②臨床評価と診断（Clinical Assessment and Diagno-
sis, 26項目），③治療計画およびケース管理（Treatment 
Planning and Case Management, 23項目），④治療的
介入（Therapeutic Interventions, 25項目），⑤法的問
題・倫理・基準（Legal Issues, Ethics, and Standards, 
24項目），⑥研究とプログラム評価（Research and 
Program Evaluation, 10項目）の治療プロセスに沿っ
た６領域に分類されている。コンピテンシーは，そこ
からさらに，a.概念（Conceptual），b.知覚的（Percep-
tual），c.エグゼクティブ（Executive），d. 評価（Evalu-
ative），e.専門（Professional）という５つのサブ領域
に分類されている（全128項目）。
　例えば，「治療の開始」におけるコンピテンシーを
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紹介すると，“概念的”領域では，「個人，夫婦，カッ
プル，家族，グループ心理療法の理論と技法を理解し
ている」，「行動療法のヘルスケア提供システム，提供
されるサービスの影響，およびシステム内の障壁や格
差を理解している」，「個人，夫婦，カップル，家族，
グループに対する心理療法のリスクと利点を理解して
いる」などの４項目が挙げられている。“知覚的”領
域では，「文脈およびシステム体系の力学（例えば，
性別，年齢，社会経済的地位，文化/人種/民族，性的
指向，宗教，社会的文脈など）を認識する」，「専門的
な評価，査定，またはケアのために紹介を必要とする
と示唆する可能性のある問題を認識する」など３項目
が挙げられている。“エグゼクティブ”領域では，「ど
のような構成で誰が治療に参加するのか決定する」，

「治療に必要な全ての参加者に治療への関与を促進す
る」，「すべての責任者から治療への同意を得る」，「ク
ライアントとの適切かつ生産的な治療的アライアンス
を確立，維持する」，「紹介リソース，クライアントの
ケアに関わる他の実務家，支払人と仕事上の協働関係
を開発し，保持する」など，「治療の開始」において
主軸となる９項目が挙げられている。“評価”領域では，

「実践とコンピテンシーの専門的範囲内で治療による
妥当性のケース評価をする」の１項目，“専門”領域
では，「弱者（例えば，未成年者）に働きかけるとき
の法的要件と制限事項を理解している」，「料金，支払
い，記録管理，機密性へのポリシーを開発，確立し，
維持する」などの３項目が挙げられている。
　また，「治療的介入」のコンピテンシーを紹介する
と“概念的”領域では，「個々および全身治療モデル
の多様性と，科学的根拠に基づいた治療法や文化に配
慮したアプローチを含めたそれらの有用性を理解して
いる」などの２項目，“知覚的”領域では，「異なる技
術がどのように治療過程に影響を与えるか認識してい
る」などの２項目が挙げられている。“エグゼクティブ”
領域では，「クライアントのニーズ・目標・価値に治
療法と技術をマッチさせる」，「セラピールームにおい
て，関係する質問や再帰するコメントを起こす」，「よ
り大きなシステムとの効果的な関係を確立するため，
クライアントに関係するシステムにエンパワメントす
る」，「深刻な精神疾患や他の疾患を持つ家族員への心
理教育の提供」，「より良い治療の目標に合わせ，機能
していない介入を変更する」，「治療目標が達成された
ときに終了へ移行する」，「治療におけるスーパーバイ
ザー/チームコミュニケーションをまとめる」など，「治
療的介入」において主軸となる12項目が挙げられる。

“評価”領域では，「治療の進行状況として治療結果を
評価する」，「治療を続けるか，言及するか，終了する
か，クライアントの結果から評価する」，「治療プロセ
スへの反応（例えば，（感情の）転移，原点の家族，
現在のストレスレベル，現在の生活状況，文化的な文

脈）と，効果的な介入と臨床結果に与える影響につい
て評価する」などの６項目，“専門”領域では，「複数
の視点を尊重する」，「クライアントの文脈と動態に対
する体系的な理解，情報のアセスメント，治療の目標
と計画に関連する介入に関する根拠を明確にする」な
どの３項目が挙げられている。
【カリキュラム】これらコンピテンシーを保証する
教育基準として，たとえば修士課程のカリキュラム
内容は，MFT 教育ガイドラインの中に提示されてい
る（American Association for Marriage and Family 
Therapy 2011）。具体的には，Theoretical Knowledge
（理論的知識），Clinical Knowledge（臨床知識），
Individual Development and Family Relations（個人
の発達と家族関係）， Professional Identity and Ethics
（専門職倫理とアイデンティティ），Research（研究），
Additional Learning（追加学習）の６領域が，修士課
程のカリキュラムを構成する内容である。
【臨床要件】また家族療法士の修士プログラムでは，
上記６領域の知識内容に加えて，非常に詳細な臨床カ
リキュラムの要件が示されている。たとえば，学生
の患者との500時間の接触を要件としており，そのう
ち，250時間以上は公共サービスを提供する臨床施設
で，250時間以上はセラピールームで実施される必要
がある。さらに臨床要件をクリアするために，学生は
AAMFT認定のスーパーバイザー，スーパーバイザー
候補者，あるいは同等の者によっておこなわれる直接
対面式あるいはライブでのスーパービジョンを受けな
ければならない。個別のスーパービジョンでは，スー
パーバイザー１名につき学生１名か２名，グループの
スーパービジョンでは，スーパーバイザー１名につき
学生10名を超えてはならないとされる。対面的なスー
パービジョンは少なくとも100時間で，学生が患者に
直接接触する５時間ごとに少なくとも１時間，学生
が直接患者に接触する期間は少なくとも毎週必要とな
る。また，学生が直接患者に接触する期間は，1週間
おきに個別のスーパービジョンが必要である。その他，
学生は，直接観察，ビデオテープ，録音テープ等をも
とに，最少50時間のスーパービジョンを受けなければ
ならない。
　なおスーパーバイザーとなるには，家族療法士の資
格，家族療法の修士または博士学位，２年間のスーパー
バイザー候補経験（期間中に家族療法士に180時間の
スーパービジョンを提供し，スーパーバイザーからの
36時間のスーパービジョンの監督を受ける），過去５
年以内の基礎コース（30時間）修了，研修期間中（９ヶ
月）における２名のスーパーバイジーの監督経験，18
時間のスーパービジョン指導を受ける，AAMFT臨
床会員である，２年以上の臨床経験などが必要であ
る（American Association for Marriage and Family 
Therapy 2007）。その上で，申請書類（スーパーバイ
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ザー・アプリケーション，スーパービジョンメンタリ
ングレポート，スーパーバイザーの評価，スーパービ
ジョンコースの証明，200.00ドルの手数料を含む）を
AAMFTに提出し，承認を受ける必要がある。

3.3　葬儀サービス
【職業概要】最後に葬儀サービス（Funeral service 
manager, director，Mortician，Undertaker，葬儀場
の経営と葬儀の手配を業とする）は全米で29,300（2010
年現在）人が従事する職業である。具体的な職務内容
は，①故人を移送するためのお膳立て，②遺体に下処
理を施す，③法律文書の提出などペーパーワーク，④
遺族との相談，⑤葬儀プランの補助・支援，⑥後進の
訓練，⑦自分に合った葬儀を求める人々と前もって葬
儀プランについて話し合う，などである。
【資格要件】この職業に就くためには，多くの場
合，ABFSEが認証する２年間の葬儀学（mortuary 
science）プログラムと，１年から３年間の見習い期
間，及び州の免許が必要とされる。葬儀学プログラム
は，コミュニティ・カレッジが提供する準学士レベル

（associate’s degree）の教育課程が一般的だが，近年
では学士学位取得者に対する雇用者側の需要も高まっ
ている。ABFSEは，準学士レベル，学士レベルの双
方のプログラムについて認証を行っている。すべての
葬儀学プログラムは，倫理学，グリーフ・カウンセリ
ング，葬儀サービス，ビジネス法規のコースを含み，
またABFSEが認証するプログラムの場合には，これ
に加えて，エンバーミング（embalming，死体防腐処
理）のコースが含まれる 。
【アクレディテーション】ABFSEが認証するプログ
ラムは，準学士課程で56プログラム，学士課程で７プ
ログラムである（American Board of Funeral Service 
Education 2013）。 ABFSEの沿革は，1904年の「死
体防腐処理士試験委員会と州保健委員会の合同会議」

（The Joint Conference of Embalmers’ Examining 
Boards and State Boards of Health）に遡る。その後，
1928年から合同会議においてアクレディテーションに
関する議論が開始され，1934年までに27の州が合同会
議認証の教育機関卒業を免許申請の要件に定めるに
至っている。1940年，合同会議の名称が「葬儀サー
ビス試験会議」（The Conference of Funeral Service 
Examining Boards of the United States, Inc.　1998
年に ICFSEB: International Conference of Funeral 
Service Examining Boardsに改称）となる。1946年，
試験会議と全米葬儀協会（NFDA; National Funeral 
Directors Association）の合同決議によって「葬儀
教育合同委員会」（The Joint Committee  on Mortu-
ary Education）が発足する。そして1959年，この葬
儀教育合同委員会がABFSEに改称されることにな
る。さらに1962年，葬儀サービス試験会議のアクレ

ディテーション権限がABFSEに移行した後，1972
年にABFSEが保健教育福祉省の認証を，1988年に
はCOPAの認証を受け，これらが現在の教育省及び
CHEAの認証に引き継がれている。（American Board 
of Funeral Service Education and the Committee on 
Accreditation 2012）。
【能力基準】2013年現在，葬儀サービスに必要とさ
れるコンピテンシーについての全国基準は，ICFSEB
提供の国家試験（NBE;National Board Examination）
に見ることができる（International Conference of 
Funeral Service Examining Boards 2012）。この国家
試験は公的な試験機関向けに用意されたもので，2012
年現在，50州すべてが何らかの形で葬儀サービス試験
に活用している。試験内容は課題分析（Task analy-
sis）に基づき，また設問は，ABFSEのカリキュラム
概要と近刊のテキストを参照したものとなっている。
具体的な内容は，技術部門（Arts）と科学部門（Sci-
ences）の２つによって構成されている。まず技術部
門には，Funeral Directing（葬儀進行） ，Funeral 
Service Marketing／Merchandising（葬儀サービスの
宣伝・販売），Funeral Service Counseling（葬儀サー
ビス・カウンセリング），Regulatory Compliance（法
規則の順守），Cemetery and Crematory Operations
（墓地・火葬場の運営），が含まれる。また科学部門に
は，Embalming（エンバーミング，死体防腐処理）。
Restorative Art（遺体修復），Preparation for Dispo-
sition（葬送準備），Funeral Service Sciences（葬儀サー
ビス科学）が含まれる 。
【カリキュラム】一方，ABFSEが認証する準学士課
程のカリキュラムでは，葬儀サービス専門職の最低
限の教育スタンダードが定められている（American 
Board of Funeral Service Education and the 
Committee on Accreditation 2012）。具体的には，準
学士プログラムの最低修得単位数を60セメスター単位
として，Public Health and Technical（公衆衛生と技
術）を14セメスター単位，Business Management（ビ
ジネス・マネジメント）を14セメスター単位，Social 
Science ／ Humanities（社会・人文科学）を８セメス
ター単位，Legal，Ethical，Regulatory（法律・倫理・
規制）を３セメスター単位，それぞれ最低でも修得
する必要がある他，全修得単位の25％以上がGeneral 
Education（一般教育）に充てられていなければなら
ない。また以下に詳述するEmbalming（エンバーミ
ング，死体防腐処理）についての臨床要件を満たすこ
とが求められる。
【臨床要件】エンバーミングの臨床要件としては，最
低10ケースのエンバーミング（実施場所は学内に限ら
ない）を，学生が主体的に経験しなければならない
（１ケースにつき，５名以上の学生は単位を受けるこ
とはできない）など，細かな規定がある。その他，エ
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ンバーミングの主体的な学習には，a. raising vessels
（血管系の利用），b. mixing fluids（防腐剤の調合），c. 
injecting fluids（防腐剤の注入），d. aspiration（体液
等の吸引），e. suturing incisions（切断面の縫合），f.  
posing features（外観の整備）についての課題がそれ
ぞれ含まれなければならないなど，内容上の定めも詳
細である。またプログラムの提供者は，卒業生が十分
な技術的能力（technical competence）を有するエビ
デンスを示さなければならない。この卒業生の能力証
明については，アクレディテーション基準が定める資
格を有した指導者によっておこなわれなければならな
いとされる。さらに，エンバーミングの指導者は，州
免許の保持，１年以上のエンバーミングの経験，及び
ABFSEが認証する教育プログラムの卒業が条件とさ
れており，実習の実質化に対する詳細な配慮が明文化
されている 。

４．考察
　以上，米国のカイロプラクター，家族療法士，葬儀
サービスについて，その職業概要，資格要件，アクレ
ディテーション団体の沿革と役割，身につけるべき能
力の基準，カリキュラム上のスタンダード，及び臨床
要件を記述してきた。表１は，これら３職種の比較か
ら得られる知見について，顕著な差異と共通項の別に
整理したものである。
　まず３職種の職業としての顕著な差異は，その職に
就くために必要な学歴水準の差として顕れている。葬
儀サービスでは準学士から学士レベル，家族療法では
修士から博士レベル，カイロプラクティスでは博士レ
ベルと，それぞれの職業が必要とする教育年限は明確
に異なる。ただし，いずれの職種も，働く上で州の免
許を必要とする点が共通している。
　次にアクレディテーション団体の沿革と役割では，
認証の規模と範囲が，３職種の間で異なっていた。認
定プログラム数は，カイロプラクターが15プログラム，
葬儀サービスが63プログラム（準学士・学士の計），
家族療法が108プログラム（修士・博士・卒後研修の計）
である。認証範囲も，卒後研修を含む家族療法と，卒

後研修を含まないカイロプラクターと葬儀サービス，
あるいは１種類の学位課程に限るカイロプラクター
と，複数の学位課程を対象とする家族療法と葬儀サー
ビスに，それぞれ分かれている。一方，共通項として
は，アクレディテーションの成立ないし運用において
職業団体と州の試験機構との関係が深い点，及び1970
年代における連邦政府（保健教育福祉省）からの認証
の後，大学団体（COPA,CORPA）からの認証を受け
ている点が挙げられる。
　必要とされる能力基準については，カイロプラク
ターでは臨床能力，家族療法ではコア・コンピテン
シー，葬儀サービスでは国家試験の課題としてまとめ
られていた。内容の違いもさることながら，能力提示
の方法や分類方法も多様である点が興味深い。他方，
いずれの職業においても何らかの形で必要とされる能
力の一覧（コンピテンシー・リスト）がまとめられて
いる他，多様な分類方法の中にも知識と技術を区分す
る観点が通底している点が，共通項として指摘できる。
　カリキュラム上のスタンダードもまた，各職業の特
性に応じて多様である。特に，各科目に必要な学修量
の基準を示すか否か，あるいは学修量の基準を時間で
定めるか単位数で定めるかなど，量的な規定の多様性
が，顕著な差異として指摘できる。他方，内容上の共
通項として，３職種のスタンダードとも，理論，実践，
倫理（ないし道徳規範）の修得に配慮した科目配分を
求めている。
　最後に臨床要件では，必要とされるケースの量（何
件の実例に接するか，あるいは何時間を臨床実習に費
やすか）や質（課題の内容や実施場所）に顕著な差異
が見られる。これは同時に，いずれの職業でも，臨床
実習の要件として，扱うべきケース数等の詳細な規定
があることの裏返しでもある。加えて，扱うケースに
占める学生ケースの割合の限定や，臨床実習を指導す
る教員への資格の要求など，実習の実質化に対する配
慮が，３職業に共通している。

５．おわりに
　カイロプラクター，家族療法士，葬儀サービスの養

表１　カイロプラクター，家族療法士，葬儀サービスの比較 

資格要件

アクレディテーション

能力基準

カリキュラム

臨床要件

顕著な差異 共通項
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成は，日本の高等教育では現在のところ馴染みの薄い
領域である。しかし米国では，いずれも免許制度が各
州において成立しているのみならず，連邦政府（教育
省）及び大学団体（CHEA）によって認められたアク
レディテーション団体の下，それぞれの職務に応じた
専門的な能力基準と，理論知と臨床（実践）知を融合
したカリキュラム・スタンダードによって，相当数の
実践家が養成されてきたことが，アクレディテーショ
ン基準を中心とした３職種の比較から明らかとなった。
　今後の課題は，カイロプラクター，家族療法士，葬
儀サービスの養成課程の発展を裏付ける歴史資料，今
後の更なる養成課程の整備に向けた課題を，実地調査
を通じて明らかにすることである。また，専門分野別
のアクレディテーションの仕組みを備えた他の職業に
ついても，能力基準やカリキュラム・スタンダードの
内容について検討を進めていきたい10）。

注
１）専門分野の固有性に対応した大学教育の質保証の在り
方については，日本学術会議に設置された「大学教育の
分野別質保証推進委員会」において，各分野別の教育課
程編成上の参照基準の策定に向けた議論が進められてき
た。その成果の一部として，経営学，言語・文学，法学
の各分野における参照基準が公表されている。

２）たとえば福留（2003）や佐藤（2012）の研究が挙げられる。
３）専門職（Profession）については，自律性（autonomy）
をはじめとする膨大な特性のリストが先行研究によって
挙げられてきたが，近年の専門職研究の領域では，医師
や法曹の被雇用化をはじめ，旧来の専門職要件の動揺に
伴い，従来の特性リストに限らず，専門職の定義を幅広
く捉える傾向にある。以上の動向を踏まえ，本研究では
専門職を「抽象的な知識を特定の事例に適用する，ある
程度，排他的な職業集団」（Abbott 1988）として幅広く
定義する立場をとりたい。なお，専門職一般に必要とさ
れる抽象知識ないし排他性のレベルは，時代や場所に応
じて変化しうるものであるが，現代の先進工業国の場合
には，高等教育機関における養成プログラムと，公的な
免許ないし資格制度の存在が，当該職業の“専門職らし
さ”を保証する基本的な制度基盤であると考えられる。

４）福留（2012）を参照。その他，米国の専門職教育の全
体像については山田（1997）が，米国におけるアクレディ
テーションシステムの成立史については前田（2003）に
詳しい。

５）うち連邦教育省による認証のみを受けている団体は
24，CHEAによる認証のみを受けている団体は31，双方
の認証を受けている団体は18である（U.S. Department 
of Education 2013, Council for Higher Education 
Accreditation 2013）。

６）なお本稿に示す３職種の概要のうち，特に参照のない
ものについては，同書の情報に基づいた記述である。

７）なお，事例研究では，カイロプラクターを橋本が，家
族療法を白旗が，葬儀サービスを丸山が主に担当した。

８）一学年を２学期に分けるセメスター制の下で運用され
る単位制度。１セメスター単位は、週１時間１学期15週
のクラス授業を表す（清水 1998）。

９）なお，2013年１月のカリキュラム基準の改定では，こ
れらのコンピテンシー項目は，内容的にはほぼ同じであ
るが７項目にまとめられ，メタコンピテンシーとして 

「構成要素（components）」と「教育成果（outocomes）」

の２つから整理し直されており，より明確なアウト
カムベースの志向性が強まっている（The Council on 
Chiropractic Education　 2013b）。

10）この研究は，科学研究費補助金（基盤Ｂ）「専門職養
成カリキュラムをめぐるステークホルダーの合意形成に
関する実証的研究」（代表 橋本鉱市）の研究成果の一部
である。
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