所属

社会福祉学部 福祉援助学科

職名

教授

氏名

小原 眞知子

大学院の授業担当の有無

○

（有・無）

Ⅰ 授業科目
社会福祉学部

医療福祉論
社会福祉援助技術論Ⅲ
医療ソーシャルワーク実習
専門演習
卒業論文
相談援助実習指導
相談援助演習Ⅲ

大学院博士前期

ソーシャルワーク理論研究Ⅰ
社会福祉学研究演習Ⅰa・Ⅰb

大学院博士後期

社会福祉学専門研究演習Ⅰa・b・c(社会福祉学専門演習Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ）

Ⅱ 教育活動
教育実践上の主な業績

年月日

概

要

1 教育内容・方法の工夫（授業評価等を含む）
2 作成した教科書、教材、参考書
『ソーシャルワーク論』

2019年3月

社会福祉援助技術論教科書として活用

3 教育方法・教育実践に関する発表、講演等
4 その他教育活動上特記すべき事項
Ⅲ 研究活動
単著・共
著の別

発行または
発表の年月

『ソーシャルワーク論』

共著

2019年3月

ミネルヴァ書房

木村容子・小原眞知子

第1章

『保健・医療・福祉専門職のための スーパ
ービジョン』

単著

2018年

ミネルヴァ書房

福山和女、渡部律子、小原
眞知子、浅野正嗣、 佐原ま
ち子

第2章

保健医療ソーシャルワーク: アドバンスト実
践のために

共著

2017年

中央法規出版

日本医療社会福祉協会・日
本社会福祉士会編集

第1章

ソーシャルワーカーによる退院における実
践の自己評価

共著

2017年

相川書房

小原眞知子、高瀬幸子、
山口麻衣、高山恵理子

はじめに、
第2章第1節、
第5章、第5
章2節

在宅看取り支援に関わる専門職サポートに
おける文化的影響

共著

2018年3月

愛知県立大学大学院人
間発達学研究科、人間発
達学研究第9号

大賀有紀、木戸宣子、小原
眞知子、福山和女

pp19-41

「高齢者施設の管理職における職務満足度
に影響する要因の探索的研究」

共著

2019年3月

日本社会事業大学、研究
紀要 第66集

小原眞知子、廣瀬圭子、福
山和女

41-51

「慢性疼痛患者に対するソーシャルワーク実
践」

単著

2018年11月 「保健の科学11月号」杏
林書院

日本社会事業大学社会事業研究所
平成29年度共同研究―国際共同研究事業
― 報告書「アジアにおける『子どもの貧困』
へ の支援の国際比較研究 相対的・絶対
的貧 困を踏まえた『子どもの貧困』ソーシャ
ルワークの展開に関する研究」

共著

2018年3月

日本社会事業大学社会
事業研究所

研究代表者 藤岡孝志

pp112-119

平成28年度調査研究助成事業報告書、「ソ
ーシャルワーク・ケアワークの専門性の評価
に関する研究調査」

共著

2018年3月

ソーシャルケアサービス従 小原眞知子、竹本与志人
事者研究協議会

平成29年度調査研究助成事業報告書、「ソ
ーシャルワーク・ケアワークの専門性の評価
に関する研究調査」

共著

2019年3月

ソーシャルケアサービス従 竹本与志人、小原眞知子、
事者研究協議会
杉本京

「働くケアラーのQOLと仕事とケアの状況
―2018年就労ケアラー調査結果概要―」

共著

2019年4月

ケアラー研究会

著書・論文等の名称

発行所、発表雑誌（及び
巻・号数）等の名称

編者・著者名
（共著の場合のみ記入）

該当頁数

＜著書・編著書＞

＜研究論文・研究ノート＞

＜調査・研究報告書＞

山口麻衣、山口生史、松澤
明美、中村裕美、堀越栄子、
小原眞知子

pp25-45

＜翻訳＞
＜その他の執筆活動＞
Ⅳ 学会等および社会における主な活動
＜学会報告＞
第60回日本老年社会科学会

〇山口麻衣、山口生史、松澤明美、中村裕美、堀越栄子、小原眞知子、Stacey E Rand、Kamilla
Razik
「日本語版ケアラー用社会的ケアQOL尺度(ASCOT Carer)の開発-開発のプロセスと課題」2018年

The Joint World Conference on Social
Work, Education and Social Development
2018（国際学会）

〇Yamaguchi, M. Yamaguchi, I, Nakamura, H., Rand, S.E., Razik, K., Matsuzawa, A., Ohara, M., &
Horikoshi, E
「Wellbeing and Quality of Life of Carers in Japan: Translation and Cross-cultural validation of the
Adult Social Care Outcomes Toolkit for Carers 」

8th Interdisciplinary Conference of Aging
& Society, Tokyo（国際学会）

〇Yamaguchi, M. Yamaguchi, I, Nakamura, H., Rand, S.E., Razik, K., Matsuzawa, A., Ohara,
K.Hirose, & Horikoshi, E.
「Quality of Life of Working Carers in Super-aging Japan: An exploratory study on Factors that
influence Carer s QOL」

8th Interdisciplinary Conference of Aging
& Society, Tokyo（国際学会）

〇Nakamura HT, Yamaguchi M, Yamaguchi I, Matsuzawa A, Ohara M, Rand S, Razik K

11th Pan-Pacific Conference on
Rehabilitation, Kong Kong（国際学会）

〇Nakamura HT, Yamaguchi M, Yamaguchi I, Matsuzawa A, Ohara M, Rand S, Razik K
「Cross-cultural validation of the Japanese version of Adult Social Care Outcomes Toolkit for
Caregivers (ASCOT-CARER)」

「Cross-cultural validation of the Japanese version of Adult Social Care Outcomes Toolkit for
Carers : Application for working adults who took care of family members」

＜講演活動＞
（国際会議）第5回韓日米中国際社会福祉
フォーラム
小原眞知子、山口麻衣
「日本の社会福祉の現在と未来ー家族介
護者を支える政策の必要性―」

日時：2018年11月16日(金)
場所：ソウル女性プラザ国際会議場

（国際会議）
日時：2018年10月27日、28日
小原眞知子「日本の医療システムのあり方 場所：済州島2018年Korean Association of Medical Social Workers Ｓｙｍｐｏｓｉｕｍ
と医療ソーシャルワーカーの課題 医療・
介護政策を中心に」
2018年度 韓国医療ソーシャルワーカー協
会シンポジウム
2018年6月第66回公益社団法人日本医療
社会福祉協会全国大会セミナー

大会セミナー「保健・医療・福祉専門職のための スーパービジョン」

2018年、フアチュー チャラームプラキート
「日本の高齢者福祉の現在と未来」
大学（Huachiew Chalermprakiet University）
講演
2018年度日本医療社会福祉協会

スーバーバイザー養成認定研修講師

2018年度日本医療社会福祉協会

ソーシャルワーカースキルアップ研修講師（ISTT)

2018年度神奈川県医療ソーシャルワーカ
ー協会

ソーシャルワーカースキルアップ研修講師

2018年度 沖縄県入退院支援連携デザイ
ン事業 講師

ソーシャルワーカーによる退院支援実践の自己評価とプログラム評価

＜所属学会＞
日本社会福祉学会
日本医療社会福祉学会
日本保健医療社会学会
日本家族研究・家族療法学会
日本学校ソーシャルワーク学会
日本医療社会福祉学会
Consortium of Institutes on Family in the
Asian Region
＜社会的活動＞

