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研究分野

学位
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【2017年度実績】

１．研究業績

著作・論文・学会発表等の名称 単著・共著の別

(1)発行所、全ページ数
(2)雑誌名、巻（号）、開始-
終了ページ
(3)学会名、開催都市

(1)(2)著者、編者名
(3)発表者（発表者
は○印）

発行・発表年月

（１）著作

1

（２）論文

1 共著
介護福祉学, 24(1), 9-
21

渡邊祐紀,大島
千帆, 天野由
以,安瓊伊, 岸
野靖子,鄭春姫,
田口潤,下垣光

2017.9

2 単著
認知症ケア学会
誌,16(4),749-760

大島千帆 2018.1

3 共著
日本社会事業大学研究
紀要,64,印刷中

児玉桂子,廣瀬
圭子,鈴木真智
子,古賀誉章,大
島千帆, 沼田
恭子

2018.3

（３）学会発表

1 単著

The 32th
International
Conference of
Alzheimer’s
Disease,Kyoto

○Chiho OSHIMA 2017.4

2 共著
第25回日本介護福祉学
会、岩手

○渡邊祐紀、大
島千帆、安瓊伊
ほか

2017.9

3 共著
第25回日本介護福祉学
会、岩手

○安瓊伊、大島
千帆、渡邊祐紀
ほか

2017.9

（４）その他
1

２．競争的資金等の研究
研究期間

1 2016.4-2019.3

2 2015.4-2018.3

3 2016.4-2019.3

該当なし

競争的資金等の名称 研究名、研究代表者・研究分担者の別

科学研究費補助金（基盤研究C ）
人的支援と連動した在宅認知症高齢者への居
住環境整備アセスメントシートの開発,研究代
表者

福祉住環境、社会福祉学

所属学会
（役職）

該当なし

施設環境づくり支援プログラムの継続と
向上のための理論モデルの実践への適
用；施設環境づくりグッドプラクティス
事例を通じた検討

要介護状態の高齢者の生活を支える介護
福祉士の生活支援の技術に関する研究
(3)：施設種別にみる生活支援技術

博士（社会福祉学）

2001年日本社会事業大学社会福祉学部卒業、2003年日本社会事業大学大学院博士前期課程修
了、2006年日本社会事業大学大学院博士後期課程修了

2007年田園調布学園大学人間福祉学部助教、2009年早稲田大学人間科学学術院助教、2013年
日本社会事業大学社会事業研究所特任准教授、2016年埼玉県立大学保健医療福祉学部准教授

日本認知症ケア学会（編集委員）、日本精神保健福祉学会（編集委員）、日本社会福祉学
会、日本介護福祉学会、日本建築学会（高齢者・障がい者等居住小委員会委員）、人間ー環
境学会、日本精神障害者リハビリテーション学会、日本老年社会科学会

特別養護老人ホームにおける要介護高齢
者の生活を支える介護福祉士の支援技術
に関する研究（査読有）

認知症ケア研究におけるテキストマイニ
ングの活用

A Study of Home Environment
Modifications for elderly with
dementia living alone

要介護状態の高齢者の生活を支える介護
福祉士の生活支援の技術に関する研究
(2)：施設と施設周辺の地域の特徴とそ
の関連

科学研究費補助金（挑戦的萌芽研究 ）
地域在住の“見えない・見えづらい”高齢者
支援に用いるアセスメントシートの作成,研究
分担者

科学研究費補助金（挑戦的萌芽研究 ）
日本版CCRCを始めとする福祉型複合コミュニ
ティのあり方に関する探索的研究,研究分担者



4 2017.6-2018.3

３．教育業績

講義・演習・実習・論文指導等の名称 期間

（１）講義

1 2017.4-2017.9

2
2017.10-
2018.3

3 2017.4-2017.9

（２）演習

1 2017.4-2017.9

2
2017.10-
2018.3

3 2017.4-2018.3

4 2017.4-2017.9

5 2017.4-2018.3

（３）実習

1 2017.4-2017.9

2 2017.4-2017.9

（４）論文指導

1

（５）その他

1

４．社会貢献活動

（１）講演会、研修会等の講師

講演会、研修会等の名称 主催 講演、研修等のテーマ 開催年月

1
日本介護福祉士
会

2017.5,2017.6

2
練馬区社会福
祉事業団

2017.10,
2017.11

（２）国、自治体、財団法人等における委員等

国、自治体、財団法人等の名称 委員等の名称 任期

1 2015.4-現在

2 2017.8-現在

3 2017.8-現在

4 2018.1-3

（３）ジャーナリズムでの発言

メディア等の名称 内容 年月

1

５．学内運営（委員会委員）

1

2

６．受賞（研究、教育、社会貢献活動に関するもの）
受賞名 主催 受賞年月

1
７．特許の保有状況

特許名 特許番号 登録年月

1
８．特記事項

該当なし

卒業論文 学部4年生2名を担当した

福祉用具と住環境

認知症ケアを助ける環境づくり在宅編

東京都認知症高齢者グループホーム整備
事業審査委員会

委員

入試実施部会員

認定介護福祉士養成研修

社会福祉専門演習Ⅰ

精神保健福祉援助実習 Ⅱ

該当なし

学生主体で行う住環境関連の調査研究をサポートした

地域機関等における精神保健福祉士実習・科目担当者

精神保健福祉援助実習 Ⅰ
精神科医療機関等における精神保健福祉士実習・科目担
当者

該当なし

卒業研究 論文執筆指導を行なった

該当なし

練馬介護人材育成・研修センター研修

所沢市高齢者福祉計画推進会議

国土交通省住宅局「認知症高齢者の住ま
いに関する研究会」

認定介護福祉士認証・認定機構　認定介
護福祉士研修認証委員会

委員

審査員

委員

教育開発センター所員

該当なし

社会福祉専門演習Ⅲ・Ⅳ 卒論に資する社会調査の方法と論文の書き方を解説した

精神保健福祉援助演習 Ⅰ 精神保健福祉領域のソーシャルワーク演習・科目担当者

精神保健福祉援助演習 Ⅱ 精神保健福祉領域のソーシャルワーク演習・科目担当者

第2回の教材作成と各回の講義を担当・科目担当者

福祉住環境学
福祉住環境に関する諸課題と支援について政策面、技術
面の観点から講義を行った

人間工学
身体、感覚、心理・生理の特性のとモノや環境の関係を
体感する講義と演習を行った

スタートアップセミナー

概要（教育内容・方法等において工夫した点）

老施協総研　平成29年度調査研究助成金
「要介護状態の高齢者の生活」を支える特別
養護老人ホームに勤める介護福祉士の技術,分
担研究者



６．受賞（研究、教育、社会貢献活動に関するもの）
受賞名 主催 受賞年月

1
７．特許の保有状況

特許名 特許番号 登録年月

1
８．特記事項

該当なし

該当なし

該当なし


