第４５回（平成２６年度）三菱財団社会福祉
番号

所在地

名

称

NPO法人World Open Heart
1 宮城県

2 北海道

3 東京都

4 東京都

5 京都府

6 兵庫県

7 愛知県

8 東京都

9 兵庫県

10 東京都

11 東京都

12 宮城県

13 熊本県

事業・研究助成先一覧
使

途

交通事故加害者の更生支援プログラム
の構築に関する研究－加害者家族支援
によるアプローチ－

理事長
阿部 恭子 （ｱﾍﾞ ｷｮｳｺ）
公益財団法人北海道精神保健推進協会 ピアサポーターと協働した精神科「社
会的入院」患者に対してのモチベー
理事長
ション・サポートの効果的な実践の研
阿部 幸弘 （ｱﾍﾞ ﾕｷﾋﾛ）
究
昭和大学附属烏山病院
「物質使用障害」と「その他の精神障
害」を併存する者に対する認知行動療
特別研究生
法プログラムの効果検証に関する研
池田 朋広 （ｲｹﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ）
究、及びその普及事業
特定非営利活動法人STAND
障害者スポーツ振興に繋がるボラン
ティア・エキスパート育成アカデミー
代表理事
開設のトライアル事業
伊藤 数子 （ｲﾄｳ ｶｽﾞｺ）
京都大学環境安全保健機構
心肺蘇生の体系的普及に向けた心肺蘇
生実施の障害・促進因子に関する質的
准教授
研究と効果的プログラムの開発
石見 拓 （ｲﾜﾐ ﾀｸ）
兵庫県立大学地域ケア開発研究所
「外国人看護師－患者－日本人看護師
教授
間の関係形成のプロセス尺度」の開発
呉 小玉 （ｳｰ ｼｬｳﾕｲ）
名古屋大学大学院医学系研究科
タイにおける地理情報システムを利用
した地域保健活動支援システムの実証
教授
的研究
太田 勝正 （ｵｵﾀ ｶﾂﾏｻ）
社会福祉法人 日本国際社会事業団
日本が養子縁組斡旋法制定に向けて動
き始めたことを受け、養子を送り出す
理事長
（アジア）諸国の法整備状況の研究報
大槻 弥栄子 （ｵｵﾂｷ ﾔｴｺ）
告
神戸学院大学
筋電義手を使用する子供とその保護者
総合リハビリテーション学部
のサポートシステムモデルの構築に関
講師
する研究
大庭 潤平 （ｵｵﾊﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ）
聖路加国際大学母性看護・助産学
産科に携わる看護職を対象とした虐待
准教授
予防のための教育プログラムの開発
片岡 弥恵子 （ｶﾀｵｶ ﾔｴｺ）
東京大学大学院医学系研究科
自閉症スペクトラム障害に対する包括
助教
的支援プログラムの効果検証
川久保 友紀 （ｶﾜｸﾎﾞ ﾕｷ）
東北大学大学院医工学研究科
人工内耳／補聴器装用者のための在宅
教授
聴覚訓練システムの開発
川瀬 哲明 （ｶﾜｾ ﾃﾂｱｷ）
崇城大学工学部
車椅子ナビゲーション・システムの実用化
助教
古賀

元也

（ｺｶﾞ ﾓﾄﾔ）

に向けた一連の取り組み－「鳥の目モデ
ル」と「虫の目モデル」の開発とワーク
ショップによる有用性の検証－

金

額

3,000,000円

2,300,000円

1,100,000円

2,400,000円

2,400,000円

1,700,000円

2,000,000円

2,300,000円

1,000,000円

1,500,000円

2,000,000円

2,200,000円

2,500,000円

（代表研究者50音順、以下同じ。）
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番号

所在地

名

称

神戸大学大学院保健学研究科
14 兵庫県

教授
齋藤 いずみ （ｻｲﾄｳ ｲｽﾞﾐ）
亀田医療大学看護学部

15 千葉県

講師
佐久間 夕美子
宮崎大学医学部

16 宮崎県

（ｻｸﾏ ﾕﾐｺ）

教授
白石 裕子 （ｼﾗｲｼ ﾕｳｺ）
聖マリア学院大学看護学部

17 福岡県

18 東京都

19 大阪府

20

21

22

23

24

25

26

27

准教授
白水 麻子 （ｼﾛｳｽﾞ ﾏｺ）
和光大学現代人間学部
専任講師
末木 新 （ｽｴｷ ﾊｼﾞﾒ）
大阪体育大学健康福祉学部
講師

使

途

金

額

混合病棟における助産・医療双方の安
全と看護の質を保証する、助産師と看
護師の人員配置に関する研究

2,600,000円

認知症グループホームにおける基礎看
護技術の応用と看護・介護の協働支援
に関する研究

1,000,000円

精神科訪問看護師による認知行動療法
実践のための支援プログラムの開発

1,300,000円

EPA看護師の国家試験合格率向上を目的
とした日・尼連携による教育プログラ
ムの研究

3,100,000円

自殺予防のためのインターネット・
ゲートキーパー活動の実践

3,100,000円

発達障害を有する子どもの食事・食行
動に関する実証的研究－学校給食にお
ける困難・ニーズと支援課題－

1,500,000円

田部 絢子 （ﾀﾍﾞ ｱﾔｺ）
社会福祉法人京都国際社会福祉協力会
発達障害の早期発見と支援に関する
京都国際社会福祉センター
京都府
ツールの開発－新版K式発達検査の新設
理事長
項目の検討から－
所 久雄 （ﾄｺﾛ ﾋｻｵ）
同志社大学文化情報学部
ADAにおける「容貌の障害」を理由とす
京都府
助教
る差別－日本への示唆を中心に
西倉 実季 （ﾆｼｸﾗ ﾐｷ）
特定非営利活動法人
エコ平板・防塵マスク支援協会
知的障がい者作業所における新製品の
千葉県
理事長
開発
橋田 隆明 （ﾊｼﾀﾞ ﾀｶｱｷ）
一般社団法人 アーツアライブ
創発型絵画鑑賞プログラムの普及によ
東京都
る創造性およびコミュニケーション活
代表理事
性化
林 容子 （ﾊﾔｼ ﾖｳｺ）
特定非営利活動法人
児童虐待の予防を視野に入れた妊娠
子育て支援を考える会TOKOTOKO
愛知県
中・出産直後からの集中的な家庭訪問
理事長
プログラムの開発
坂 鏡子 （ﾊﾞﾝ ｷｮｳｺ）
医療法人ライフサポートわたらせ
患者・主治医コミュニケーションの向
リバーサイドクリニック
群馬県
上を目指した在宅リハビリテーション
理事長
ツールの開発
平林 久幸 （ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾋｻﾕｷ）
東京大学大学院情報理工学研究科
高齢者・身体障害者のための包括的バ
東京都
リアフリー情報共有基盤の開発・実地
教授
評価
廣瀬 通孝 （ﾋﾛｾ ﾐﾁﾀｶ）
香川大学工学部
高齢者や障がい者が共に暮らす「共生
香川県 助教
型グループホーム」の実践的研究
藤井 容子 （ﾌｼﾞｲ ﾖｳｺ）
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1,500,000円

800,000円

3,600,000円

1,500,000円

1,500,000円

1,600,000円

2,000,000円

1,600,000円

番号

所在地

名

称

使

福井県立大学看護福祉学部
28 福井県

講師
舟木 紳介 （ﾌﾅｷ ｼﾝｽｹ）
横浜市立大学大学院医学研究科

29

神奈川県

30 静岡県

准教授
古屋

充子

（ﾌﾙﾔ ﾐﾂｺ）

NPO法人ホスピタル・プレイ協会
すべての子どもの遊びと支援を考える会

理事長
松平 千佳 （ﾏﾂﾀﾞｲﾗ ﾁｶ）
群馬県立小児医療センター
心臓血管外科
31 群馬県
部長
宮本 隆司 （ﾐﾔﾓﾄ ﾀｶｼ）
九州大学大学院芸術工学研究院
32 福岡県

33 石川県

准教授
村木 里志 （ﾑﾗｷ ｻﾄｼ）
石川県立小松工業高等学校電気科
教諭

途

金

額

障害者地域生活支援分野におけるデジ
タルメディアを活用したソーシャル
ワークのプログラム開発

1,200,000円

本邦における家族性難治疾患に対す
る、中核病院・地域に根差した支援
ネットの構築

2,700,000円

遊びをツールに病児を支援するホスピ
タル・プレイ・スペシャリストによる
遊育支援事業の促進と子育て支援

2,100,000円

先天性心疾患患者の運動許容条件につ
いて－医療と教育現場の連携による新
支援システムの構築－

1,000,000円

介護予防を目的とした超音波画像テク
スチャによる筋年齢評価手法の開発

1,300,000円

視覚障害児用白杖の開発および実証的
検討

1,500,000円

開発途上国の母子保健分野人材育成プ
ログラムの開発と汎用化のための検討

3,500,000円

精神科入院者の退院促進・地域定着の
ための多職種チームモデル“SACHICO”
の開発と有用性検証

3,600,000円

吉岡 学 （ﾖｼｵｶ ﾏﾅﾌﾞ）
北里大学看護学部
34

神奈川県

准教授
吉野 八重 （ﾖｼﾉ ﾔｴ）
千葉大学
社会精神保健教育研究センター
35 千葉県
特任教授
渡邉 博幸 （ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ）
合

計

35

3

件

70,000,000円

