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
3 教育方法・教育実践に関する発表、講演等
「健康長寿社会の実現を目指したICT を活用した授業
の成果-保健医療福祉介護栄養6 分野2 年生のネット
グループ学修-」

2019年

ICTを活用し、健康長寿社会の実現を目指し、医学、歯学、薬学、栄養、
看護、福祉の6 分野2 年生のネットグループ学修

4 その他教育活動上特記すべき事項
Ⅲ 研究活動
著書・論文等の名称

単著・共
著の別

発行または
発表の年月

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＞
「V-5 社会福祉士・精神保健福祉士の役
割」『よくわかる地域包括ケア』

共著

2018年（1版 ミネルバ書房
）2019年（2
版）

隅田好美、藤井博志、黒田
研二

78.79

地域包括ケア時代における特別養護老人
ホームにおける食・口・ケアと多職種連携

単著

2019年12月 日本口腔科学会雑誌68
巻4 号 招待論文

医療ソーシャルワーカーを対象としたメンタ
ルヘルスに関する研究

共著

2019年10月 『メンタルヘルスの社会
学vol25 』日本精神保健
社会学会 査読あり

倉本 亜優未、竹本 与志人、 17-26
杉山 京

青年期における個人主義/集団主義がもた
らす家族機能に関する探索的研究

共著

2020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
、LO, Herman H. M.、浅野
伸彦

111-122

ソーシャルワーク・スーパービジョン体制の
予測的機能に関する研究

共著

2020年3月

日本社会事業大学、研究
紀要 第66集

木戸宜子、大賀有紀、小原
眞知子、福山和女

123-136

Medical social workers in Iran:
role-enhancing factors

共著

2020年3月

日本社会事業大学、研究
紀要 第66集

Sareh Abri, Machiko Ohara,
Junko Wake, Mohammad
Zahedi Asl

165-178

令和元年度 調査研究助成事業報告書、「
患者・家族の評価から捉えたソーシャルワー
ク退院支援の有用性」『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

2020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
杉本京、仲井達哉、倉本亜
優未

研究報告 No1 『プロジェクトマネジメントコ
ンピテンシーモデルを活用した人材養成プ
ログラム』

共著

2020年3月

小原眞知子研究プロジェ
クト

小原眞知子、廣瀬圭子、山
口麻衣、福山和女

研究報告No2. 「シンガポール調査報告書」
プロジェクトマネジメントコンピテンシーモデ
ルを活用した人材養成プログラム

共著

2020年3月

小原眞知子研究プロジェ
クト

小原眞知子、ナタパットサロ
ボン

＜研究論文・研究ノート＞
256-260

＜調査・研究報告書＞

＜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45回 日本保健医療社会学会
「ラウンドテーブルセッション」

小原眞知子「慢性の痛みに対する

多面的な支援のあり方を考える」

第73回 日本口腔科学会学術集会

小原眞知子「地域包括ケア時代における「生活」「食」「口」」と多職種協働」

第28回 日本健康教育学会学術大会

〇片岡竜太（昭和大学歯学部）、二瓶裕之（北海道医療大学薬学部）小原眞知子（日本社会事業大
学社会福祉学部）,原島恵美子（神奈川工科大学応用バイオ科学部）,高松 研（東邦大学医学部）,
神原正樹（大阪歯科大学）山元俊憲（昭和大学薬学部）,中山 栄純（北里大学看護学部）
「健康長寿社会の実現を目指したICT を活用した授業の成果-保健医療福祉介護栄養6 分野2 年
生のネットグループ学修-」

第49回 日本慢性疼痛学会

小原眞知子、佐藤幹代「慢性疼痛患者における就労に関する現状と課題-慢性の痛みの語りの分析
から-」

2019 ABC Asia and the Pacific 16th
Conference，Wellington, New Zealand,

Yamaguchi, I, Yamaguchi M., Ohara, M Matsuzawa, A, Nakamura, H, Hirose K. Horikoshi, E,
「Organizational Communication and Support for Avoiding Working Carers Leaving their Jobs」

＜講演活動＞
2019年度 公益社団法人 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)

2019年度 公益社団法人 日本医療社会
福祉協会

認定スーバーバイザー養成講座 研修講師

2019年度 公益社団法人日本医療社会福 2019年度 ソーシャルワーク スーパービジョン研修（第1回）
祉協会
2019年度 公益社団法人 日本医療社会
福祉協会

2019年度 ソーシャルワーク スーパービジョン研修（第2回）

2019年6月第67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

シンポジスト「ソーシャルワーク倫理綱領改定の道のり」 『ソーシャルワーク倫理綱領改定に関するシ
ンポジウム』

令和元年 埼玉県教育委員会研修

自殺ゲートキーパースキルトレーニング

日本女子大学 社会福祉学会 第26回大
会

シンポジスト「グローバル化と多文化共生社会に求められる専門性」−保健医療ソーシャルワークの
観点からー」

＜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＞
公益社団法人 日本医療社会福祉協会

調査研究部 国際委員長、研究倫理審査委員

社会福祉専門職団体協議会

国際委員

社会福祉法人 日本フレンズホーム奉仕
団

理事

ソーシャルワーク研究

編集委員

社会福祉法人 ベタニアホーム

理事

社団法人 キャンサーフィットネス

理事

Consortium of Institutes on Family in the
Asian Region

2019年〜 副代表、理事、サイエンス委員

International Federation of Social Workers

2019年〜 Treasurer of International Federation of Social Workers Asia Pacific Region

公益法人 私立大学情報教育協会

医療系分野フォーラム実験小委員会委員

社団法人 日本家族研究・家族療法学会

国際委員

公益社団法人 日本看護協会 検討委員
会（2019年度）

「地域において複雑多重問題を抱えた人々への支援の
強化のあり方検討委員会委員」

