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
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

医療ソーシャルワーカーの組織コミットメント
と離職意図との関連

共著

2014年

『社会福祉学』Vol55,2

山口 麻衣，山口 生史，高
山恵理子，高瀬 幸子

1-11

「医療機関における退院支援に関わるソー
シャルワーク部門の位置づけと看護師との
協働状況」

共著

2014年

『医療と福祉』47（1）

高山恵理子

60-66

「医療ソーシャルワーカーの死別体験後の
成長の測定とその関連要因」

共著

2014年

『医療と福祉』47（２）

嶋野朱乃、西村昌記

53-57

ソーシャルワーク専門職のグ「グローバル定
義にみる保健医療領域の課題」

単著

2015年3月

『医療と福祉』48−（２）

「A study of the systems of the education,
practice and research about the end-of-life
care in hospice of Ireland.」

共著

2015年3月

東海大学健康科学部紀
要20号

「グローバリゼーションと保健医療対策の動
向とその課題
─ソーシャルワークからの貢献とその可能
性─」

単著

2015年

『ソーシャルワーク研究
』41-3(163)

退院支援において病院経営管理部門はソ
ーシャルワーカーに何を期待しているのか：
回復期リハビリテーション病院運営管理部
門を対象としたソーシャルワーク実践アウト
カム評価調査より

共著

2016年3月

医療社会福祉研究

高山恵理子、山口麻衣、高
瀬幸子

アジアにおける子どもの権利擁護の国際比
較研究
―子どもの貧困の現状とソーシャルワーク実
践のあり方の検討―

共著

2017年3月

2016年度共同研究報告
書

内田宏明、ヴィラーク ヴィクト
ル、北島英治 木村真理子、
平田美智子

「退院支援において病院運営管理部門はソ
ーシャルワーカーに何を期待しているのか：
回復期リハビリテーション病院運営管理部
門を対象としたソーシャルワーク実践アウト
カム評価調査より」

共著

2016年

『医療社会福祉研究』Vol.
24

高山恵理子、山口麻衣、小
原眞知子、高瀬幸子

共著

２０１４年

桜美林大学

研究代表者 白澤政和 そ
の他研究分担者・研究協力
者
高山恵理子、山口麻衣、高
瀬幸子

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＞

21-25
Mikiyo Sato、Machiko Ohara
、Meiko Okabe、Rika Hieda

37-45

＜調査・研究報告書＞
平成25年度日本学術振興会科学研究費補
助金（基盤A）
「ソーシャルワークの評価方法と評価マニュ
アル作成に関する研究」

101-114

9-25

11?25.

「MSW自己評価マニュアル」

共著

2014年３月

平成25年度日本学術振
興会科学研究費補助金

共著

２０１４年５月 金剛出版

高山恵理子、山口麻衣、高
瀬幸子

＜翻訳＞
統合的短期型ソーシャルワーク（ISTTの理
論と実践）

福山和女

＜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＞
2014年 日本社会福祉学会秋季大会

小原眞知子、山口麻衣、高山恵理子、高瀬幸子「退院支援業務におけるソーシャルワークのアウトカ
ム評価に関する研究 ―回復期リハビリテーション病院看護部門におけるソーシャルワーカーに対す
る評価―」

日本医療社会福祉学会2014年

高山恵理子、小原眞知子、山口麻衣「医療機関における退院支援に関与するソーシャルワークプロ
グラム策定を試み」

2014年 日本社会福祉学会秋季大会

山口麻衣、小原眞知子、高山恵理子、高瀬幸子「医療ソーシャルワーカーによる退院支援業務のア
ウトカム評価−回復期リハビリテーション病院のソーシャルワーカーの自己評価−」

The?Joint World Conference on Social
Mai Yamaguchi, Machiko Ohara, Eriko Takayama, Sachiko Takase, 「Relationships between Social
Work, Education and Social Development , work practice and Organizational Commitment of Japanese medical social workers 」
July 9-12 2014, Melbourne, Australia
2015年度 第25回 日本医療社会福祉学
会大会

小原眞知子、山口麻衣、福山和女「保健医療領域における ソーシャルワークスーパービジョンの現
状と課題」

The Asia-Pacific Regional Joint
Conference on Social Work hosted by
APASWE and IFSW-AP 2015.

Machiko OHARA「Country Report of Japan 」IFSW-AP

Project for Professional Training in the
Asia-Pacific Region in Philippines 2016,3

Machiko OHARA「Resilience during Ambiguous Loss・Observations from Social Work Practice of
Japan 」

第63回日本社会福祉学会秋季大会

小原眞知子、第63回日本社会福祉学会秋季大会
〇小原 眞知子、木村容子、黒川京子、上村勇夫、冨永健太郎、倉持香苗「社会福祉相談援助実習
現場 における実習指導の現状と課題」

2016.The Joint World Conference on
Social Work, Education and Social
Development

Machiko OHARA Innovative Methods and Approaches in Social Welfare Services and Case
Studies"

＜講演活動＞
2016年1月
2015年第５回「スーパービジョン教育の理
論と方法」研修講座講師

一般社団法人日本社会福祉教育学校連盟

2015年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

2015年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)

2015年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

2015年国立保健医療科学院

医療ソーシャルワーカーリーダーシップ研修講師

2015年横浜市青葉区地域包括支援センタ
ー区連絡会

社会福祉士分科会講師

2016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

2016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)

＜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

＜社会的活動＞
日本社会福祉学会

理事

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

Consortium of Institutes on Family in the
Asian Region Board Member

理事

社会福祉法人 ベタニアホーム

理事

