第４６回（平成２７年度）三菱財団社会福祉
番号

所在地

名

称

事業・研究助成先一覧
使

途

金

額

城西国際大学福祉総合学部
住民の主体的参加による地域包括ケア
教授
システムモデルの創出
石田 路子 （いしだ みちこ）
公益財団法人ダイヤ高齢社会研究財団
研究部
高齢者が支え手側となる「生きがい就
東京都
部長
業」の有用性検証
石橋 智昭 （いしばし ともあき）
NPO法人オルト・クラブ
障害者福祉報酬体系の改正がグループ
大阪府
ホーム経営に与える影響に関する研究
代表理事
－経営安定システム構築に向けて－
上田 早記子 （うえだ さきこ）
特定非営利活動法人
コミュニティシンクタンクあうるず
後継者育成と障がい者就労の場を提供
北海道
代表理事
する「エゾシカ皮革」製品の開発
工藤 大輔 （くどう だいすけ）
慶應義塾大学医学研究科
高齢者の善悪判断に関する研究
東京都
研究員
－騙されやすさの要因の解明－
江口 洋子 （えぐち ようこ）
NPO法人キャンサーサポート北海道
当事者性の尊重と場の力を重視した
北海道
がんのピアサポート・がんサロン教育
理事長
研修プログラムの開発
大島 寿美子 （おおしま すみこ）
浜松医科大学医学部
ファシリテーションと地域診断を活用
静岡県
した介護予防政策支援プログラムの開
助教
発
岡田 栄作 （おかだ えいさく）
東京大学医学部附属病院
精神的健康・身体的健康の統合による
東京都
新たなリカバリーアセスメントツール
教授
の開発
笠井 清登 （かさい きよと）
特定非営利活動法人
セルフ・サポート研究所
薬物依存症者への対応法を学ぶための
東京都
代表理事
視聴覚（映像）教材の製作
加藤 力 （かとう ちから）
名古屋大学大学院医学系研究科
アジアにおける飲用井戸水の有害元素
愛知県
汚染により誘発される中毒症・癌を
教授
予防するための学際研究
加藤 昌志 （かとう まさし）
聖路加国際大学看護学部
放射線被害に取り組む福島県の行政機
東京都
関等のスタッフに関する長期的サポー
教授
トプログラムの作成
萱間 真美 （かやま まみ）
認定特定非営利活動法人クラブネッツ
「スポーツによる国際開発と平和
福島県
構築」（SDP）理念の実践的事業を促進
理事長
するための調査研究とワークショップ
黒須 充 （くろす みつる）
大阪大学大学院人間科学研究科
介護・医療供給における社会的企業の
大阪府
社会的価値創出機能とその測定手法に
教授
関する研究
斉藤 弥生 （さいとう やよい）

1 千葉県

2,700,000円

2

1,600,000円

3

4

5
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8

9

10

11

12

13

1,100,000円

2,050,000円

1,600,000円

2,500,000円

800,000円

2,000,000円

2,300,000円

3,300,000円

1,800,000円

1,500,000円

3,000,000円

（代表研究者50音順、以下同じ。）
1

番号

所在地

名

称

東京大学大学院教育学研究科
14 東京都

15 宮城県

16 静岡県

17 東京都

18 埼玉県

19 東京都

20 大阪府

21 東京都

22

神奈川県

23 京都府

24 岡山県

25 千葉県

26 東京都

27 大阪府

教授
佐々木 司 （ささき つかさ）
東北大学災害科学国際研究所

使

途

学校教員を対象とした精神保健教育プ
ログラム開発による子どもの不調への
対処改善と教員の精神保健向上

非集合的に居住する被災者の
助教
「見守り」の実態とその効果
佐藤 翔輔 （さとう しょうすけ）
静岡大学人文社会科学部
日本における妊娠葛藤・養育困難相談
および養子縁組支援の現状と制度設計
准教授
に関する研究
白井 千晶 （しらい ちあき）
東京大学医学部附属病院
ヒト型ロボットによる認知機能の改善
特任准教授
効果を検討する臨床研究
鈴木 淳一 （すずき じゅんいち）
早稲田大学人間科学学術院
我が国の対人文化に根ざした「自己決
准教授
定」のあり方に関する調査研究
多賀 努 （たが つとむ）
東京学芸大学教育学部
少年非行・矯正教育機関における発達
障害問題の実態と発達支援に関する調
教授
査研究
髙橋 智 （たかはし さとる）
有限責任事業組合
生活困窮リスクの高い高校中退者等の
大阪職業教育協働機構
実態調査及び再チャレンジ支援モデル
事業
髙見 一夫 （たかみ かずお）
特定非営利活動法人芸術家と子どもた
児童養護施設における被虐待児や障害
ち
児へのアートを通した自立支援活動の
理事長
開発と普及
堤 康彦 （つつみ やすひこ）
横浜国際福祉専門学校企画事業部
外国籍介護労働者に有効な介護記録
顧問
モデルに関する研究
豊田 宗裕 （とよだ むねひろ）
同志社大学社会学部
支援困難事例に対応する研修プログラ
准教授
ムと組織間連携による支援方法の開発
永田 祐 （ながた ゆう）
ノートルダム清心女子大学
人間生活学部
長期入院児家族のための絵本の
准教授
読みあいによる支援プログラム
西 隆太朗 （にし りゅうたろう）
千葉大学教育学部
非行少年の被虐待体験と自立支援に関
教授
する調査研究
羽間 京子 （はざま きょうこ）
早稲田大学高等研究所
ロボットによる笑い誘発を通じた精神
助教
疾患の予防
橋本 健二 （はしもと けんじ）
社会福祉法人日本ライトハウス
視覚障害者が自立的に利用できる音声
理事長
説明付き３次元地形模型の開発
橋本 照夫 （はしもと てるお）

2

金

額

3,200,000円

1,600,000円

2,300,000円

1,000,000円

1,600,000円

2,800,000円

2,100,000円

1,800,000円

2,500,000円

2,350,000円

800,000円

2,000,000円

1,600,000円

3,200,000円

番号

所在地

28

神奈川県

名

称

使

途

金

額

介護福祉事業者におけるメンタル
ヘルス施策に関する調査研究と事例集
およびケース教材の開発

1,300,000円

地方のALS等難病患者支援
…北見、函館市での喀痰吸引等研修と
帯広地域の療養環境改善に向けた
取り組み

800,000円

親の離婚を経験する子どもの支援プロ
グラムの開発－子ども向けFAITプログ
ラムの導入と課題－

1,300,000円

公益財団法人ひょうご震災記念21世紀研究 日本における児童青年に対するPTSD
機構 兵庫県こころのケアセンター研究部
31 兵庫県 主任研究員
アセスメントツールの啓発に関する研
究
高田 紗英子 （たかだ さえこ）

700,000円

伴

英美子

（ばん

えみこ）

日本ＡＬＳ協会北海道支部
29 北海道

30 東京都

北海道支部長
深瀬 和文 （ふかせ かずふみ）
白梅学園大学子ども学部
教授
福丸

由佳

（ふくまる

ゆか）

国立成育医療研究センター
社会医学研究部
32 東京都
部長
藤原 武男 （ふじわら たけお）
鳥取看護大学看護学部
33 鳥取県

34 茨城県

35 東京都

36 京都府

37 東京都

38 東京都

准教授
細田 武伸 （ほそだ
筑波大学医学医療系

救急隊員の介護技術教育プログラムの
開発に関する研究

助教
森口 弘美 （もりぐち
東洋大学社会学部

合

（もりの

900,000円

点字ブロックの適正な設置のための
ガイドラインの作成に関する研究

2,500,000円

住民組織主導型の介護予防プログラム
の開発と効果検証

1,600,000円

障害のある人から学ぶまちづくり協働
研究－障害のあるリサーチャーおよび
学生サポーターの育成－

1,000,000円

東日本大震災において支援を受けてき
た中高生の参加型子ども支援マニュア
ルの開発

2,200,000円

リカバリング（回復途上）スタッフに
よる、危険ドラッグ乱用に対する回復
支援法の開発

3,600,000円

ひろし）

ひろみ）

教授
森田 明美 （もりた あけみ）
特定非営利活動法人東京ダルク
代表理事
森野 嘉郎

3,000,000円

たけのぶ）

准教授
水野 智美 （みずの ともみ）
東京大学高齢社会総合研究機構
特任講師
村山 洋史 （むらやま
同志社大学社会学部

父親の育児参加を促す介入による
子どもの事故予防効果検証

よしお）
計

38

3

件

74,000,000円

