
番号 所在地 名　　　　　称 使　　　　　途 金　 額

1 神奈川県

神奈川歯科大学大学院歯学研究科

准教授
青山　典生　（あおやま のりお）

口腔の健康をはじめとした生活スタイ
ルの改善によって循環器疾患を予防で
きるか

1,800,000円

2 北海道

社会福祉法人北海道療育園診療部

医員
浅井　洋子　（あさい ひろこ）

重症心身障害児・者における生涯学習
の方法論の模索と学習効果の評価方法
の確立に向けた予備研究

1,300,000円

3 京都府

京都府立医科大学大学院医学研究科

客員講師
綾仁　信貴　（あやに のぶたか）

統合失調症患者の周術期での精神症状
悪化予測因子に関する研究－統合失調
症患者の治療機会均等を目指して－

2,000,000円

4 東京都

特定非営利活動法人電子メディアと知識
の箱デジコム
理事長
新井　千晶　（あらい ちあき）

子育てママと育メンのためのスマホア
プリ制作で先端技術の習得！ウェブで
プログラミング独学プロジェクト

3,200,000円

5 宮城県

東北工業大学建築学部

教授
石井　敏　（いしい さとし）

環境移行調査によるユニット型特別養
護老人ホームにおけるユニットケアの
実践とその定着に関する実証的研究

1,600,000円

6 北海道

北海道大学学生相談総合センター

准教授
石井　治惠　（いしい はるえ）

全国大学学生相談機関における危機対
応－現状課題の把握と基本指針の作成
－

2,800,000円

7 佐賀県

佐賀大学教育学部

教授
井上　伸一　（いのうえ しんいち）

AIを導入して歩行動作を解析し歩行能
力を簡便に評価するシステムの開発－
介護予防の効果を測る新手法－

2,000,000円

8 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）

ウェアラブルカメラによる3Dスペース
センシングと触覚通知による、視覚障
害者のための屋内ナビゲーションシス
テムの開発

4,000,000円

9 東京都

新渡戸記念中野総合病院脳神経内科

部長
内原　俊記　（うちはら としき）

おだやかな看取りを明日に活かすみ
ち：神経疾患療養者の在宅看取りから
の病理解剖

4,000,000円

10 栃木県

獨協医科大学国際協力支援センター

助教
内山　浩志　（うちやま こうじ）

炎症性腸疾患患者の寛解維持・増悪予
防のための防災備蓄食品の開発
「独‐協‐飯」プロジェクト

3,500,000円

11 東京都

国立成育医療研究センター社会医学研究
部
部長
浦山　ケビン　（うらやま けびん）

小児がん患者・経験者の心理社会的困
難共有ツールの開発－仲間を感じる・
自分を想うプロジェクト－

6,700,000円

12 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）

ソーシャルマーケティングの最適化プ
ロセスとその普及に関する研究

3,200,000円

13 愛媛県

愛媛大学教育学部

教授
大西　義浩　（おおにし よしひろ）

データ科学で挑む児童生徒のメンタル
ヘルス状況のモニタリング

3,200,000円
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14 東京都

昭和女子大学人間文化学部

准教授
大場　美和子　（おおば みわこ）

日本人介護職員の経験知による指導と
技能実習生の教え合いを活用した介護
人材育成プログラムの構築

2,000,000円

15 埼玉県

国立武蔵野学院医務課

厚生労働技官
大原　天青　（おおはら たかはる）

発達障害・虐待・非行が重複する子ど
も・家族に対する支援システムの構築
と実証的評価

2,500,000円

16 東京都

慶應義塾大学医学部

特任助教
梶田　大樹　（かじた ひろき）

口唇口蓋裂児の成長に寄り添い、診療
の質の向上を目指すデジタルデータ・
アーカイビングモデルの構築

6,000,000円

17 東京都

国立精神・神経医療研究センター精神保
健研究所
リサーチフェロー
川口　敬之　（かわぐち たかゆき）

精神障害当事者と支援者との共創によ
るリカバリー促進に向けた協働意思決
定モデルの構築

2,100,000円

18 東京都

一橋大学大学院社会学研究科

科学研究費研究員
菊池　美名子　（きくち みなこ）

女性薬物使用者の回復支援と予防的介
入に向けた支援ニーズ調査研究

700,000円

19 愛知県

日本福祉大学社会福祉学部

助教
菊池　遼　（きくち りょう）

災害時に支援のミスマッチを解消する
ための調査研究

2,900,000円

20 京都府

京都大学大学院医学研究科

助教
木村　亮　（きむら りょう）

ウィリアムズ症候群のライフステージ
に応じた支援に関する研究

1,800,000円

21 東京都

国立国際医療研究センター国際感染症セ
ンター
国際感染症対策室医長
忽那　賢志　（くつな さとし）

長期在住外国人を守るための、ワクチ
ンで予防可能な疾患に対するリスク分
析と実態調査

3,200,000円

22 京都府

京都橘大学健康科学部

助教
合田　明生　（ごうだ あきお）

簡便に実施可能な超早期の認知機能低
下を検出するアプリケーションの開発

4,500,000円

23 東京都

筑波大学人間系附属学校教育局

准教授
小島　道生　（こじま みちお）

知的・発達障害者のセルフアドボカ
シースキル獲得支援プログラムの開
発・普及

1,400,000円

24 東京都

東京都健康長寿医療センター研究所福祉
と生活ケア研究チーム
研究副部長
島田　千穂　（しまだ ちほ）

看取りを視野に入れたケアマネジメン
トを可能にするアセスメントとプラン
作成方法、研修方法の検討

1,300,000円

25 東京都

大正大学社会共生学部

専任講師
高瀬　顕功　（たかせ あきのり）

潜在的地域資源を活用した地域包括ケ
アシステムの強靭化

1,400,000円

26 東京都

ツインズエイド～多胎支援プロジェクト
～
代表
高原　恵子　（たかはら けいこ）

多胎児を妊娠中の家族や育児開始初期
の家族に対する支援方法の開発

1,100,000円

27 東京都

国立精神・神経医療研究センター病院第
二精神診療部
医師
竹田　康二　（たけだ こうじ）

医療観察法病棟における社会復帰の促
進を目的とした情報アクセス環境改善
のためのプロジェクト

4,000,000円
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28 宮崎県

宮崎大学医学部

助教
田上　博喜　（たのうえ ひろき）

精神科訪問看護における社会的認知機
能に対するリハビリテーションの導入
と効果検証

1,300,000円

29 東京都

国立がん研究センターがん対策情報セン
ター
研究員
土屋　雅子　（つちや みやこ）

一般市民のがんに対する偏見軽減に向
けたウェブ体験学習プログラム「友人
サポーター」の実用性および効果検証

2,200,000円

30 高知県

高知大学医学部附属病院

特任講師
福田　仁　（ふくだ ひとし）

地域悉皆登録に基づいた急性期脳梗塞
患者受診遅れの改善を目指す研究

3,000,000円

31 愛知県

名古屋大学総合保健体育科学センター

准教授
古橋　忠晃　（ふるはし ただあき）

フランスの精神科訪問医療制度を日本
の「ひきこもり」の医療制度へ導入す
る試み

2,400,000円

32 東京都

東京都立小児総合医療センター血液・腫
瘍科
医員
松井　基浩　（まつい もとひろ）

AYA世代がん患者が全国どこにいても孤
立することのない社会実現のための全
国ネットワークシステム開発研究

3,000,000円

33 京都府 三島　亜紀子　（みしま あきこ）
シックハウス症候群・化学物質過敏症
患者の家族支援プログラムの開発

900,000円

34 岡山県

川崎医療福祉大学医療福祉マネジメント
学部
講師
三田　岳彦　（みた たけひこ）

在宅高齢者の人工的水分・栄養補給
（AHN）導入後のADLとQOL－国際生活機
能分類を活用した包括的評価－

2,000,000円

35 東京都

東京都立大学大学教育センター

教授
村松　健司　（むらまつ けんじ）

児童養護施設におけるスタッフの離職
要因の分析

2,000,000円

36 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）

多様な性に関する適切な記載を、次期
教科書に。発達段階にあわせた教育効
果研究及びアドボカシー事業

2,800,000円

37 東京都
特定非営利活動法人Safe Kids Japan
理事長
山中　龍宏　（やまなか たつひろ）

ベランダ等高所からの子どもの転落を
予防する－研究者、事業者、保護者と
共に目指す安全な町、安全な建物

2,500,000円

38 栃木県

自治医科大学大学院医学研究科

准教授
山邉　昭則　（やまべ あきのり）

SDGs推進を契機とした地域社会の持続
的発展のための教育開発研究－医師養
成の観点から

1,700,000円

39 東京都

明星大学デザイン学部

准教授
吉岡　聖美　（よしおか きよみ）

VRを活用したリハビリテーションプロ
グラムの開発と実践研究

2,000,000円

100,000,000円合　　　　　　　　計　　　　　　　　　　39　 件
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