第50回（2019年度）三菱財団社会福祉
番号

所在地

名

称

一般社団法人日本司法通訳士連合会
（JLIA）
1 東京都
代表理事
天海 浪漫 （あまみ ろまん）
東海大学健康学部
2

神奈川県

3

神奈川県

4 京都府

5 兵庫県

6 新潟県

7

8

9

10

11

12

13

講師
市川 享子 （いちかわ きょうこ）
東海大学医学部
教授
井上 玲子 （いのうえ れいこ）
京都大学大学院医学研究科
教授
今中 雄一 （いまなか ゆういち）
兵庫県立大学地域ケア開発研究所
教授
梅田 麻希 （うめだ まき）
上越教育大学大学院学校教育研究科

使

事業・研究助成先一覧
途

金

額

日本における「司法通訳士」資格認定
システムの開発

1,700,000円

共生社会構築実践のひとつとしての、
サービス・ラーニング評価方法の開発

1,200,000円

小児がんピアサポーター養成研修会修
了生によるプログラム評価及び全国小
児がん拠点病院での研修事業の構築

1,700,000円

介護現場におけるリスクとクライシス
のマネジメントに関する組織文化の可
視化と変化の要因

3,400,000円

身体合併症を有する精神障害者に対す
る急性期医療：ミックスドメソッドに
よる公平で効果的な医療ケアの検討

2,200,000円

精神保健福祉センターにおいて薬物依
存回復プログラムを提供する社会的意
義についての研究

2,900,000円

助教
大宮 宗一郎（おおみや そういちろう）
国立精神・神経医療研究センター精神
限局性学習症児におけるワーキングメ
保健研究所
東京都
モリ障害の病態解明とその支援プログ
室長
ラムの開発
加賀 佳美 （かが よしみ）
特定非営利活動法人風の家
自立が困難な矯正施設退所者の社会復
広島県
帰に資する動的要因の保護因子に関す
理事長
る調査研究事業
大原 嘉樹 （おおはら よしき）
国立成育医療研究センター臓器移植セ
小児肝移植患者における青年期以降の
ンター
東京都
日常生活の実態と支援ニーズに関する
研究員
研究
金澤 郁恵 （かなざわ いくえ）
大阪教育大学特別支援教育講座
ブラジル人の児童に対する日本語指導
大阪府
特任教授
におけるデジタル教材の開発
金森 裕治 （かなもり ゆうじ）
全国頸髄損傷者連絡会
頸髄損傷者の自立生活と社会参加に関
兵庫県
会長
する実態調査2020
鴨治 慎吾 （かもじ しんご）
横浜市立大学大学院国際マネジメント
研究科
小児医療政策の社会経済インパクトに
神奈川県
准教授
関する研究
黒木 淳 （くろき まこと）
社会福祉法人全国手話研修センター
こども手話検定試験（仮称）の実施に
京都府
代表
ついて
黒﨑 信幸 （くろさき のぶゆき）

1

1,300,000円

1,500,000円

1,300,000円

2,000,000円

2,350,000円

2,900,000円

6,800,000円

番号

所在地

名

称

JUMP (Japanese Unidentified and
Missing Persons Response Team)
14 千葉県
代表
斉藤 久子 （さいとう ひさこ）
東北大学東北アジア研究センター
15 宮城県

16 千葉県

17 東京都

18 山梨県

19 茨城県

教授
佐藤 源之 （さとう もとゆき）
東京歯科大学市川総合病院
准教授
宗 未来 （そう みらい）
東京大学先端科学技術研究センター
講師
髙橋 麻衣子 （たかはし まいこ）
一般社団法人星つむぎの村
代表理事
高橋 真理子 （たかはし まりこ）
筑波技術大学保健科学部
教授
巽 久行 （たつみ ひさゆき）
新潟薬科大学健康推進連携センター

使

途

金

額

日本の大規模災害における身元確認シ
ステム－DVI(Disaster Victim
Identification)－体制構築のための事
業

1,700,000円

日本の技術による人道的地雷除去とカ
ンボジア農村の環境・経済復興支援

2,500,000円

重症・遷延性の神経性やせ症患者に対
する家族焦点型集団家族療法の傾向ス
コア分析を用いた効果検証

6,300,000円

不登校・不登校傾向にある児童・生徒
の認知特性に応じた学びの支援に向け
た調査研究

1,100,000円

病院がプラネタリウム－フライングプ
ラネタリウムですべての人に星空を

1,700,000円

網膜投影を用いた情報保障による弱視
向き電子白板システムの開発

2,100,000円

地域における薬剤師と管理栄養士との
教授
連携体制（薬栄連携）の基盤構築
富永 佳子 （とみなが よしこ）
一般財団法人日本福祉力検定協会企画
室
AIスピーカーを使用したパターン介護
東京都
室長
記録の実証実験
長田 奉公 （ながた ともひろ）
岐阜保健大学看護学部
受刑者・元受刑者への社会復帰に根ざ
岐阜県
した行動変容を促す健康維持・増進ケ
講師
ア実践モデルの開発
中谷 こずえ （なかたに こずえ）
やきつべの径診療所
精神科医療が変わるには何が必要か？
静岡県
当事者・家族6000人の実践知と経験知
代表理事
を通しての提言
夏苅 郁子 （なつかり いくこ）
NPO法人Reジョブ大阪
失語症者向けに、テレビ会議システム
大阪府
zoomを用いたオンライン言語療法の効
理事
果と問題点の研究
西村 紀子 （にしむら のりこ）
東北大学大学院法学研究科
任意後見契約に内在する契約関係者の
宮城県
利害意識についての分析－真に認知症
助教
高齢者のための制度を目指して－
根岸 謙 （ねぎし けん）
東京都健康長寿医療センター研究所社
会参加と地域保健研究チーム
多世代住民間での自然発生的な互助が
東京都
研究員
生まれる機序の解明
野中 久美子 （のなか くみこ）
筑波大学医学医療系
在宅非がん高齢者における包括的な苦
茨城県
痛緩和の実態解明のためのコホート研
講師
究
浜野 淳 （はまの じゅん）

20 新潟県

1,900,000円

21

3,800,000円

22

23

24

25

26

27

2

5,200,000円

2,600,000円

850,000円

1,700,000円

3,800,000円

2,200,000円

番号

所在地

名

称

使

途

金

額

慶應義塾大学医学部
28 東京都

29 東京都

30 東京都

31 茨城県

32 東京都

33 東京都

34 東京都

35 長野県

専任講師
浜本 康夫 （はまもと やすお）
一般社団法人日本うつ病センター
名誉理事長
樋口 輝彦 （ひぐち てるひこ）
武蔵大学社会学部
准教授
人見 泰弘 （ひとみ やすひろ）
筑波技術大学産業技術学部
教授
平賀 瑠美 （ひらが るみ）
東京農工大学大学院工学府
博士後期課程
平松 勲 （ひらまつ いさお）
一般社団法人日本医療通訳士会
代表理事
藤上 理奈 （ふじがみ りな）
聖路加国際大学公衆衛生大学院
講師
星野 絵里 （ほしの えり）
信州大学医学部
教授
本田 秀夫 （ほんだ ひでお）
埼玉医科大学医学部

36 埼玉県

教授
前田 卓哉 （まえだ たくや）
特定非営利活動法人チャイルド・リ
ソース・センター
37 大阪府
代表理事
宮口 智恵 （みやぐち ともえ）
筑波大学医学医療系
38 茨城県

准教授
柳 久子 （やなぎ ひさこ）
NPO法人あかりプロジェクト

39 石川県

代表理事
山口 いづみ （やまぐち いづみ）
特定非営利活動法人ポルノ被害と性暴
力を考える会
40 東京都
理事長
金尻 カズナ （かなじり かずな）
認定特定非営利活動法人ＮＰＯ会計税
務専門家ネットワーク
41 東京都
理事長
脇坂 誠也 （わきさか せいや）
合

進行がん患者が「難民化」する要因に
関する研究

2,400,000円

精神疾患治療ガイドラインと実地診療
の相違の検証

5,500,000円

日本型難民社会統合政策の構築に向け
た総合的調査研究－インドシナ難民受
け入れ事業40年間の分析から

1,500,000円

聴こえる音楽、好きな音楽を見つける
－聴覚障害者の音楽聴取の機会を増や
すために

1,200,000円

視覚障害者のICT分野の教育訓練を支援
するシステムに関する研究

2,100,000円

統合的、実践的医療通訳教材創出のた
めの中国語医療通訳総合データベース
の構築

750,000円

AI搭載のスマホアプリによる胆汁うっ
滞系小児慢性特定疾病のスクリーニン
グ法の開発と実証研究

1,700,000円

保健・福祉・医療のネットワークを活
用した発達障害の「グレーゾーン」の
子どもの保護者支援に関する研究

4,250,000円

我が国に居住する南米出身者のシャー
ガス病罹患状況調査と診療支援体制の
構築

1,200,000円

児童虐待による分離後の親子関係再構
築支援に関する支援モデルの研究

2,300,000円

外国人介護職者の持つ仕事への情熱と
幸福感に基づく人材育成に関する研究

850,000円

家から地域へ！摂食障害者の居場所づ
くり2ndステップ－思わず外に出たくな
るプログラム2種の開発

1,550,000円

意に反し拡散した性的画像記録の削除
要請自動化プロジェクト

3,800,000円

公益法人等が実施する福祉サービスに
関する法人税課税問題の調査研究

2,200,000円

計

41

3

件

100,000,000円

