
第４９回（平成３０年度）三菱財団社会福祉　事業・研究助成先一覧

番号 所在地 名　　　　　称 使　　　　　途 金　 額

1 東京都

国立精神・神経医療研究センター
精神保健研究所
ストレス研究室長
安藤　哲也　（あんどう てつや）

摂食障害の効果的な治療法の普及に関
する研究

1,800,000円

2 東京都

国立精神・神経医療研究センター病院

研究員
池澤　聰　（いけざわ さとる）

小児がん患児への認知機能トレーニン
グの導入と効果の検討

2,450,000円

3 東京都

一般社団法人
ユニバーサル志縁センター
代表理事
池田　徹　（いけだ とおる）

社会的養護下やそれに準ずる困難な家
庭で育った若者の就労自立支援スキー
ム構築のための調査研究事業

1,500,000円

4 愛知県

名古屋大学学生相談総合センター
心の発達支援研究実践センター
助教
井戸　智子　（いどう ともこ）

障害学生（者）の就労支援のための包
括的な就労査定・移行支援・調整プロ
グラムのパッケージ開発

2,200,000円

5 岡山県

岡山大学病院

助教
井上　真一郎（いのうえ しんいちろう）

地域医療に資する一般病院におけるポ
リファーマシーに関する処方適正化シ
ステムの確立

800,000円

6 東京都

東京大学大学院情報理工学系研究科

准教授
入江　英嗣　（いりえ ひでつぐ）

ドローンおよびモバイルコンピュータ
を用いた視覚障害者外出支援システム
の研究開発

3,600,000円

7 京都府

同志社大学商学部

准教授
瓜生原　葉子　（うりゅうはら ようこ）

次世代を中心とした行動変容を促す科
学的手法の開発と実装による検証－体
系的な臓器提供意思表示率の改善－

4,300,000円

8 大阪府

関西福祉科学大学社会福祉学部

教授
遠藤　洋二　（えんどう ようじ）

児童養護施設等における児童間性暴力
の予防・発見・対応に関する実践モデ
ル開発に関する研究

2,750,000円

9 大阪府

大阪大学大学院医学系研究科

博士課程後期
大村　優華　（おおむら ゆうか）

介護者アシスト機能を有する体位変換
装置の開発に向けた看護ケアの検証

900,000円

10 埼玉県

埼玉県立大学保健医療福祉学部

准教授
小川　孔美　（おがわ くみ）

地域連携・協働を基盤とした住民主体
による課題解決力強化のための包括的
相談支援体制モデルの構築

2,100,000円

11 東京都

上智大学総合人間科学部

准教授
笠原　千絵　（かさはら ちえ）

本人リサーチャーと開発するくらし・
たすけあいフォーマット：将来の暮ら
しに関するインクルーシブ調査

2,700,000円

12 京都府

京都大学大学院医学研究科

教授
木下　彩栄　（きのした あやえ）

公共の場・家庭において認知症患者が
使いやすいプロダクトデザインについ
ての研究

1,800,000円

13 熊本県

崇城大学工学部

助教
古賀　元也　（こが もとや）

車いすナビゲーション・システムの実
用化に向けた議論、計画、実行そして
有用性の検証－参加型福祉のまちづく
りの実現のための実践的取り組み－

5,000,000円

[名称（個人・団体）50音順、以下同じ。]
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14 東京都

公益財団法人東京都医学総合研究所
精神行動医学研究分野
研究員
古田島　浩子　（こたじま ひろこ）

覚せい剤依存患者の社会復帰支援に向
けた行動療法と薬剤投与の併用効果の
検討

2,800,000円

15 東京都

国立成育医療研究センター研究所

研究員
小西　瑞穂　（こにし みずほ）

食物アレルギー児の治療アドヒアラン
ス向上プログラムの作成－増加する食
物アレルギーの治療への貢献－

2,350,000円

16 東京都

日本社会事業大学社会福祉学部

教授
斉藤　くるみ　（さいとう くるみ）

アジアの被災地を結ぶ聴覚障害者支援
ネットワークのモデル構築とツール開
発

1,800,000円

17 茨城県

筑波大学システム情報系

教授
酒井　宏　（さかい こう）

被虐待児童へのアートセラピーの適
応： 認知神経科学による現象理解と有
効なアートワークの提案

2,600,000円

18 東京都

東京大学大学院医学系研究科

博士課程後期
鈴木　征吾　（すずき せいご）

学校内での医療的ケアが児童生徒の健
康関連QOLに及ぼす影響についての縦断
研究

1,700,000円

19 静岡県

浜松医科大学大学院医学系研究科

教授
武田　江里子　（たけだ えりこ）

在日外国人に対する子育て支援のあり
方の検討：母親の気質に応じたリーフ
レットと相談窓口の有用性

1,900,000円

20 新潟県

新潟大学医歯学総合病院

病院講師
竹中　彰治　（たけなか しょうじ）

要介護高齢者を支える家族の口腔ケア
の省力化を実現する製品の開発と在宅
介護用口腔ケアガイドラインの作成

2,000,000円

21 東京都

東京大学大学院医学系研究科

准教授
武村　雪絵　（たけむら ゆきえ）

コンピテンシーモデルを用いた３層リ
フレクションによる看護管理者の能力
開発プログラムの評価：準実験研究

1,950,000円

22 東京都

東京大学医学部附属病院

講師
問田　千晶　（といだ ちあき）

小児多数傷病者に対応可能な診療シス
テムの開発研究

2,600,000円

23 茨城県

筑波大学医学医療系

教授
徳田　克己　（とくだ かつみ）

高齢者にみられるペットロス症候群を
予防するためのペット依存生活の改善
方法の開発

1,200,000円

24 神奈川県

慶應義塾大学総合政策学部

准教授
中室　牧子　（なかむろ まきこ）

質の高い幼児教育は、子どもの就学期
の学力や生きる力にどのような影響を
与えるのか

5,400,000円

25 千葉県

千葉大学大学院医学研究院

特任准教授
橋本　佐　（はしもと たすく）

周産期から取り組む包括的児童虐待防
止システム構築のための調査研究

2,700,000円

26 岡山県

岡山大学全学教育・学生支援機構
学生総合支援センター
准教授
原田　新　（はらだ しん）

発達障害特性の強い大学新入生への移
行支援：漫画教材を活用した大１コン
フュージョン予防対策プロジェクト

1,700,000円

27 京都府

京都大学総合臨床教育・研修センター

助教
肥田　侯矢　（ひだ こうや）

大腸がん患者の就労継続および職場復
帰に資する研究

2,700,000円
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28 福島県

福島県立医科大学医学部

講師
日高　友郎　（ひだか ともお）

放射性廃棄物の中間貯蔵施設整備によ
り故郷を喪失する住民に対する心理支
援に向けたニーズ調査研究

1,200,000円

29 三重県

鈴鹿医療科学大学保健衛生学部

教授
藤原　正範　（ふじわら まさのり）

司法に関わるソーシャルワーカーの研
修プログラムの開発

2,500,000円

30 千葉県

千葉大学大学院看護学研究科

特任准教授
前原　邦江　（まえはら くにえ）

生殖補助医療によって妊娠した女性と
かかわる看護職者に向けた研修プログ
ラムの開発

1,400,000円

31 兵庫県

甲南女子大学
看護リハビリテーション学部
教授
丸　光惠　（まる みつえ）

イスラム看護指針およびムスリム患者
対応能力アセスメント指標の作成：医
療における多文化共生を目指して

2,500,000円

32 兵庫県

NPO法人宝塚高次脳機能障害者共生の会
地域活動支援センターWakaba
施設長
宮原　智子　（みやはら ともこ）

高次脳機能障害者の障害の気づきに影
響を及ぼす要因の検討

900,000円

33 岩手県

岩手医科大学医学部

講師
八木　淳子　（やぎ じゅんこ）

東日本大震災後に誕生した子どもとそ
の家族への縦断的支援研究－子どもの
発達の多角的評価と包括的支援－

3,500,000円

34 東京都

特定非営利活動法人ReBit

代表理事
藥師　実芳　（やくし みか）

多様な性についての学校教育が児童生
徒に及ぼす効果について

1,800,000円

35 奈良県

社会福祉法人ぷろぼの

理事長
山内　民興　（やまうち たみおき）

AI手法により蓄積された就労支援の
データから障害者の職業準備力を規格
化する調査・開発の取組

8,450,000円

36 大阪府

大阪大学医学部

教授
山崎　あけみ　（やまざき あけみ）

市民との対話から探究する学童を育て
ている家族の食に関する多彩な家族保
健機能

950,000円

37 新潟県

新潟大学工学部

准教授
渡辺　哲也　（わたなべ てつや）

視覚障害教育のための３Ｄプリンタに
よる立体日本地図の製作とその普及

1,500,000円

90,000,000円合　　　　　　　　計　　　　　　　　　　37　 件
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