第52回（2021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

東北大学大学院医学系研究科
1 宮城県

2 東京都

3 東京都

4 滋賀県

5 千葉県

6

神奈川県

7 兵庫県

8 東京都

9 兵庫県

10 千葉県

11 東京都

12 兵庫県

13 大阪府

助教
青山 真帆 （あおやま まほ）
一般社団法人日本司法通訳士連合会
代表理事
天海 浪漫 （あまみ ろまん）
東京都立松沢病院精神科医局
医員
荒川 育子 （あらかわ いくこ）
日本学術振興会(特別研究員RPD)
研究員
飯田 奈美子 （いいだ なみこ）
千葉大学予防医学センター

がん患者遺族のうつ・複雑性悲嘆の予
測方法の開発：遺族コホート調査

1,350,000円

日本における「法廷通訳の正確性」の
検証及び、「司法通訳士資格認定シス
テム」の普及

2,900,000円

触法行為歴のある統合失調症患者の再
犯防止・社会復帰に資する帰属測定
ツールの開発、測定した帰属に病状が
及ぼす影響の統計解析

700,000円

手話通訳における介入行為教育と通訳
ユーザー教育システムの構築

2,200,000円

ICTを活用した新たな地域づくりによる
介護予防モデル構築・社会実装と中・
長期評価に関する開拓的調査研究

4,200,000円

特任研究員
井手 一茂 （いで かずしげ）
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究
科
障害者による3Dモノづくりを通した共
教授
生社会におけるSTEAM教育実践
仰木 裕嗣 （おおぎ ゆうじ）
神戸大学大学院保健学研究科
産科混合病棟の看護の可視化：看護行
為の自動計測の実現により可能となる
研究員
病棟全体の安全性の構築
大滝 千文 （おおたき ちふみ）
東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究
看護職が医療を支え続けるために必要
科
な組織及び個人特性の解明と応用：心
教授
理的安全性とレジリエンスの可能性
緒方 泰子 （おがた やすこ）
兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究
強迫的性行動症に対する心理社会支援
科
法の確立に向けたアセスメントツール
博士課程
の開発と実態調査
岡部 友峻 （おかべ ゆうしゅん）
国立がん研究センター先端医療開発セン
認知症の人の医療における意思決定支
ター精神腫瘍学開発分野
援の実態把握と支援の質の向上を目指
分野長
した手引きの開発
小川 朝生 （おがわ あさお）
大妻女子大学人間関係学部
発達障害及びグレーゾーン学生のため
の低年次向けキャリア教育プログラム
教授
の開発と実施
小川 浩 （おがわ ひろし）
神戸市立工業高等専門学校電子工学科
生体信号によるサイレントスピーチイ
准教授
ンタフェースの開発
尾山 匡浩 （おやま ただひろ）
大阪大学高等共創研究院
精神障がいピアアドボケイトのニーズ
教授
に基づく養成研修プログラムの作成
蔭山 正子 （かげやま まさこ）

1

3,000,000円

1,600,000円

2,500,000円

900,000円

2,500,000円

1,400,000円

2,800,000円

3,000,000円

番号
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途

東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究
高年齢看護師の継続雇用の実態と継続
科
東京都
雇用に関連する組織要因に関する実証
教授
研究
柏木 聖代 （かしわぎ まさよ）
上智大学総合人間科学部
コロナ禍における生活困窮者自立支援
東京都
の実態と今後の方策－全国調査と歴史
准教授
的考察を踏まえて－
鏑木 奈津子 （かぶらき なつこ）
信州大学医学部
看護大学等医療人材育成機関を人工呼
長野県
吸器使用等の要電源要支援者の災害時
特任助教
避難所とする試み
亀井 智泉 （かめい ちせん）
岡山大学学術研究院自然科学学域
抗ウイルス性が持続するセラミックス
岡山県
教授
点字の実用的形成方法の開発
岸本 昭 （きしもと あきら）
全国KOSEN支援機器開発ネットワーク
重度障害者の自立就労を実現するため
熊本県
の視線入力装置で操作するセルフ＆リ
代表
モートケアロボットの社会実証
清田 公保 （きよた きみやす）
横浜市総合リハビリテーションセンター
地域リハビリテーション部
小児用電動車椅子導入につなげるため
神奈川県
主任
の試行用電動化装置の開発
児玉 真一 （こだま しんいち）
特定非営利活動法人ろう・難聴中高生の
多分野連携によるろう青少年の文化教
学習支援の会
東京都
育・コミュニケーション教育と仲間づ
理事長
くり支援
斉藤 みか （さいとう みか）
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
高齢者が転倒しやすい障害物とは？－
東京都
研究員
形状および色相特性に着目した検討－
桜井 良太 （さくらい りょうた）
帝京短期大学こども教育学科
保育士用アサーショントレーニングプ
東京都
ログラムの開発と有効性の検証－オン
講師
ライン研修システムを利用して－
白取 真実 （しらとり まみ）
成蹊大学理工学部
VSLAM技術を活用した視覚障がい者のた
東京都
めの移動時における危険回避支援シス
教授
テムの開発
鈴木 誠一 （すずき せいいち）
特定非営利活動法人非正規労働相談セン
ターひろしま
外国人労働者のエンパワーメントが築
広島県
代表理事
く多文化共生社会
土屋 信三 （つちや しんぞう）
一般財団法人医療経済研究・社会保険福
職種横断的な住宅改修教育システムの
祉協会医療経済研究機構研究部
東京都
構築に向けた医療・介護ビッグデータ
研究員
と住宅改修理由書の連結解析研究
土屋 瑠見子 （つちや るみこ）
日本赤十字九州国際看護大学看護学部
医学系大学生の演習時模擬患者に貢献
福岡県
する高齢者グループの構築－高齢者の
講師
健康と自尊感情の変化－
西尾 美登里 （にしお みどり）
NPO法人Reジョブ大阪
軽度高次脳機能障害者の就労における
大阪府
職種別こまりごと調査と、評価・情報
理事長
提供ツールの作成
西村 紀子 （にしむら のりこ）

2

金

額

4,400,000円

2,700,000円

1,500,000円

2,400,000円

3,600,000円

3,000,000円

1,700,000円

2,400,000円

1,250,000円

3,200,000円

2,000,000円

2,900,000円

2,500,000円

1,400,000円

番号

所在地
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大阪大学大学院人間科学研究科
28 大阪府

29 東京都

30

神奈川県

31 東京都

32 東京都

33 長崎県

34 長野県

准教授
野尻 英一 （のじり えいいち）
社会福祉法人かがやき会
理事長
林 和功 （はやし かずのり）
関東学院大学大学院看護学研究所
客員研究員
深谷 安子 （ふかや やすこ）
慶應義塾大学文学部
准教授
藤澤 啓子 （ふじさわ けいこ）
日本医科大学医学部
教授
布施 明 （ふせ あきら）
長崎大学原爆後障害医療研究所
助教
三嶋 博之 （みしま ひろゆき）
長野大学附属地域共生福祉研究所
准教授
矢野 亮 （やの りょう）
成蹊大学理工学部

35 東京都

助教
山添 崇 （やまぞえ たかし）
大阪府立大学大学院総合リハビリテー
ション学研究科
36 大阪府
教授
横井 賀津志 （よこい かつし）
東京都健康長寿医療センター研究所
37 東京都

研究員
涌井 智子
合

（わくい ともこ）

途

金

額

アバターシステムを用いたオンライン
コミュニティ（自閉症学超会議！）の
構築

4,100,000円

地域で暮らす精神障害者の日常を長期
的・継続的に支えるケアの技術の明確
化

1,200,000円

要介護高齢者のための生活世界コミュ
ニケーションスケール

800,000円

保育環境評価スケールをもちいた保育
の質向上プログラムの開発

3,300,000円

ブラックアウト等における在宅医療患
者の緊急避難対応シミュレーション・
システムの開発

8,000,000円

先天性の障がいを持つ方々のためのこ
とばと身体運動の遠隔トレーニングと
AI評価システムの開発

2,000,000円

限界集落における社会福祉政策の実効
性に関する研究－長野県A村を中心に

800,000円

ディスレクシアの識字学習おける質感
認知の効果検証

1,400,000円

高齢者の生活行為に組み込んだ、遠隔
実施可能な転倒予防に着目した評価・
介入法の構築

1,500,000円

認知症介護における睡眠障害の実態把
握とICT技術を用いたテーラーメード支
援モデルの検討

2,900,000円

計

37

3

件

90,000,000円

