第４８回（平成２９年度）三菱財団社会福祉
番号

所在地

名

称

宮崎大学工学部
1 宮崎県

2 東京都

3 徳島県

4 大阪府

5 東京都

6 東京都

7 熊本県

8 東京都

9 京都府

10

神奈川県

11 大阪府

12

神奈川県

13

神奈川県

准教授
李 根浩 （い ぐんほ）
一般社団法人日本摂食障害協会

事業・研究助成先一覧
使

途

高齢者における歩行・起立着座の動作
アシストを目的とした下肢動作支援機
の研究開発

摂食障害患者の就労実態調査と社会復
理事長
帰支援
生野 照子 （いくの てるこ）
徳島大学大学院社会産業理工学研究部
特別な訓練を必要としない意思を伝達
するブレイン・コンピュータ・インタ
助教
フェース開発のための基盤研究
伊藤 伸一 （いとう しんいち）
特定非営利活動法人
自死遺族自助グループとの協働と自死
働く者のメンタルヘルス相談室
を考えるパネル展から見えてきた自死
理事長
予防モデルの構築
伊福 達彦 （いふく たつひこ）
東洋大学社会学部
高機能自閉症スペクトラム障害（HF－
ASD）圏の母親に対する解決志向アプ
助教
ローチ型ワークショップの開発および
岩田 千亜紀 （いわた ちあき）
効果検証
東京大学先端科学技術研究センター
保護者による日常的な観察を通じた重
度・重複障害児の実態把握とコミュニ
准教授
ケーション支援に向けた調査研究
巖淵 守 （いわぶち まもる）
熊本大学生命科学研究部
大規模災害後の看護職離職防止プログ
ラムおよび人材育成トレーニングプロ
教授
グラムの開発
宇佐美 しおり （うさみ しおり）
聖路加国際大学大学院看護学研究科
就労女性のプレコンセプショナルケア
教授
のための包括的介入パッケージの開発
大田 えりか （おおた えりか）
京都大学大学院医学研究科
多職種連携による、災害時の病院被害
に関する実態把握と事業継続計画
准教授
（BCP）に基づく"病院避難"意思決定支
大鶴 繁 （おおつる しげる）
援モデルの開発
相模女子大学人間社会学部
自閉症スペクトラム障害の社会的コ
ミュニケーション発達を促すペアレン
教授
トプログラムの効果検証と社会的普及
尾崎 康子 （おざき やすこ）
大阪大学大学院医学系研究科
精神障害者の家庭内暴力解消に向けた
インターネット学習プログラムの開発
准教授
－障害者発のユーモア交えた動画－
蔭山 正子 （かげやま まさこ）
公益財団法人
若年無業女性の就労体験修了者追跡調
横浜市男女共同参画推進協会
査とプログラム検証および支援モデル
理事長
の提示
川名 薫 （かわな かおる）
聖マリアンナ医科大学予防医学教室
障がい児の親が被災時に遭遇するネガ
ティブサポートの実態とその影響に関
講師
する研究
木村 美也子 （きむら みやこ）

金

額

2,100,000円

2,000,000円

1,500,000円

2,000,000円

800,000円

2,500,000円

1,500,000円

2,700,000円

2,700,000円

2,500,000円

4,000,000円

1,800,000円

2,000,000円

（代表研究者50音順、以下同じ。）

1

番号

所在地

名

称

同志社女子大学現代社会学部
14 京都府

15

神奈川県

教授
日下 菜穂子 （くさか なほこ）
特定非営利活動法人スローレーベル
理事長
栗栖 良依 （くりす よしえ）
上智大学グリーフケア研究所

16 東京都 特別研究員
小高 真美 （こだか まなみ）
広島文教女子大学教養教育部
17 広島県

特任講師
小原 寿美 （こはら ひさみ）
北海道大学保健センター
講師
18 北海道
齋藤 暢一朗
（さいとう ちょういちろう）
一般社団法人てとて
リンクよこはま訪問看護ステーション
19 神奈川県
作業療法士
﨑本 麻衣 （さきもと まい）
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
20 東京都
研究副部長
島田 千穂 （しまだ ちほ）
筑波技術大学保健科学部
21 茨城県

准教授
嶋村 幸仁 （しまむら ゆきひと）
芝浦工業大学工学部

22 東京都

准教授
菅谷 みどり （すがや みどり）
国立精神・神経医療研究センター
精神保健研究所
23 東京都
流動研究員
鈴木 浩太 （すずき こうた）
成蹊大学理工学部
24 東京都

25 三重県

26 東京都

27 東京都

教授
鈴木 誠一 （すずき せいいち）
鈴鹿医療科学大学保健衛生学部
准教授
鈴木 亮子 （すずき りょうこ）
特定非営利活動法人ADDS
共同代表
竹内 弓乃 （たけうち ゆの）
特定非営利活動法人ジャパンマック
代表理事
岡﨑 直人

（おかざき なおと）

使

途

金

額

幸福の生活習慣をサポートするハート
フル・ロボットの開発による長寿時代
のコミュニティ形成

2,700,000円

障害者の心身の機能向上のためのト
レーニングプログラム（メソッド）の
研究開発と普及活動

4,200,000円

地方自治体等における自殺予防のため
のゲートキーパー研修を科学的に評価
するためのツールキットの開発研究

2,400,000円

外国人介護看護人材の学習継続とキャ
リア形成に及ぼす影響に関する研究

2,200,000円

長期ひきこもりを抱える家族の心理的
リソースを促進する包括的アプローチ

1,500,000円

精神障害者のリカバリーと生活の困難
さの関連の検証

2,000,000円

超高齢者の治療の選択に伴う倫理的課
題；地域包括ケアシステムにおける急
性期医療のあり方

1,200,000円

視覚障害者目的地誘導システムに関す
る実証研究

2,000,000円

生体情報計測による感情推測を制御に
反映した高齢者向けリハビリ促進のロ
ボットの研究開発

2,400,000円

発達障害児・者をもつ家族に対する支
援法の提案－家族レジリエンスに着目
して

900,000円

全盲の方の生活に潤いをもたらし、外
出のモチベーションを高める為の聴覚
VR技術応用支援システムの研究開発

2,600,000円

震災時における認知症の人と家族への
介護事業所の支援力向上プログラムの
開発及び評価

2,800,000円

発達障害児に対する早期療育のための
ロボットとvirtual realityを活用した
人材育成プログラムの開発事業

4,000,000円

依存症者回復支援施設におけるギャン
ブル依存症者に対する支援プログラム
の調査研究事業

2,200,000円

2

番号

所在地

名

称

使

公益財団法人日本ダウン症協会
28 東京都

29 京都府

30 東京都

31 兵庫県

32

神奈川県

代表理事
玉井 邦夫 （たまい くにお）
同志社大学社会学部
准教授
永田 祐 （ながた ゆう）
一般社団法人ハビリスジャパン
理事長
長野 洋 （ながの ひろし）
関西労災病院神経内科
部長
野﨑 園子 （のざき そのこ）
一般社団法人
スローコミュニケーション
代表理事
野澤 和弘 （のざわ かずひろ）

長崎大学生命医科学域
33 長崎県 教授
平野 裕子 （ひらの ゆうこ）
一般社団法人
レインボーフォスターケア
34 埼玉県
代表理事
藤 めぐみ （ふじ めぐみ）
日本医科大学大学院医学研究科
35 東京都

36 大阪府

37 東京都

38 東京都

准教授
布施 明 （ふせ あきら）
公益社団法人子ども情報研究センター
代表理事
森山 康浩 （もりやま やすひろ）
東京大学医学部附属病院
助教
和田 明 （わだ あきら）
特定非営利活動法人キッズドア
理事長
渡辺 由美子
合

（わたなべ ゆみこ）

途

金

額

ダウン症の専門家と支援者のネット
ワーク構築、広範な領域をカバーした
「第１回日本ダウン症会議」の開催

2,000,000円

困難を抱えた子どもに対する分野を越
えた多様な主体の連携・協働による地
域福祉実践プロセスの研究

3,500,000円

上肢欠損小児の運動用義手のニーズと
有効性に関する研究および総合的な普
及支援事業

5,300,000円

Information Communication and
Technology（ICT）による在宅摂食嚥下
リハビリテーションの有用性の検討

1,500,000円

知的障害者への合理的配慮提供の促進
のための研究事業－「わかりやすい言
い換え用例集」の作成を通して－

3,000,000円

インドネシアにおける日本向け介護職
者送出しプログラム構築に関する基礎
的研究

1,800,000円

社会的養護のもとで暮らす性的マイノ
リティ（LGBT）児童の対応に関する調
査プロジェクト

2,000,000円

東京五輪に対応したSNSによる熱中症
サーベイランスとアクティブ・サポー
トに関する研究

2,800,000円

児童養護施設への市民訪問アドボカ
シーモデルの開発

2,100,000円

22q11.2欠失症候群を持つ当事者とその
家族へのニーズ調査と支援ガイドの作
成

2,000,000円

子どもの貧困解決に向けて－教育格差
の要因分析と貧困の連鎖を断ち切る学
習支援方法の研究開発

2,800,000円

計

38

3

件

90,000,000円

