
令和元年度：外部資金採択一覧 

■科学研究費補助金等 
〈新規〉 

 

種目 研究者区分 所属・職名 氏名 研究課題・期間 配分額(円) 

基盤研究(C)  研究分担者 社会福祉学科・講師 天野 ゆかり 

日本におけるベトナム人介護留学生急増の背

景と受入の持続可能性に関する人類学的研究

（2019年 4月 1日～2022年 3月 31日（予

定）） 

261,300 

基盤研究(B)  研究分担者 社会福祉学科・講師 天野 ゆかり 

医療・ケア現場における、「人間の尊厳」を中心

とした対話のための包括的研究（2019年 4月

1日～2023年 3月 31日（予定）） 

585,000 

基盤研究(C)  研究代表者 こども学科 ・教授 小林 佐知子 

育児への非意識的な感情に着眼した新しい動

機づけ過程の解明と子育て支援への応用

（2019 年 4 月 1 日～2022 年 3 月 1 日（予

定）） 

2,080,000 

基盤研究(C)  研究分担者 こども学科 ・助教 名倉   一美 

発達の気になる外国にルーツをもつ幼児の教

育支援体制：就学移行支援を中心に（2019 年

4月 1日～2023年 3月 31日（予定）） 

260,000 



〈継続〉 

種目 研究者区分 所属・職名 氏名 研究課題・期間 配分額(円) 

若 手 研 究 研究代表者 一般教育等・講師 高田   佳輔 

オンラインゲームにおける協調的集団活動が現

実のソーシャルスキルに及ぼす影響の検討

（2018年 4月 1日～2020年 3月 31日（予

定）） 

1,690,000 

基盤研究(C)  研究代表者 一般教育等・准教授 林     恵嗣 
炭酸泉を用いた身体冷却法の開発（2018年4

月 1日～2021年 3月 31日（予定）） 
1,430,000 

基盤研究(A)  研究分担者 一般教育等・准教授 林     恵嗣 

高体温誘発性換気亢進反応のメカニズム解明

と熱中症予防への応用（2017 年 4 月 1 日～

2021年 3月 31日（予定）） 

650,000 

基盤研究(C)  
研究代表者 

研究分担者 

歯科衛生学科・教授 

歯科衛生学科・准教授 

仲井   雪絵 

野口   有紀 

コモンリスク因子戦術への展開と国際標準化に

向けた食基盤型齲蝕リスク評価法の開発

（2018年 4月 1日～2021年 3月 31日（予

定）） 

1,430,000 

基盤研究(C)  研究分担者 歯科衛生学科・講師 森野   智子 

パーキンソン病高齢者の家族介護者を中心とし

た統合的ケア提供モデルの開発（2017年 4月

1日～2020年 3月 31日（予定）） 

130,000 

基盤研究(B)  研究分担者 歯科衛生学科・講師 森野   智子 

多元的音情報に基づく口腔機能・摂食嚥下機

能評価システムの開発と検証（2018 年 4 月 1

日～2022年 3月 31日（予定）） 

325,000 

基盤研究(C)  研究代表者 社会福祉学科・講師 天野 ゆかり 

アジアから見た日本の介護：日本式介護の技

能移転の可能性を探る（2016 年 4 月 1 日～

2020年 3月 31日（予定）） 

633,841 

※繰越金 

若 手 研 究  研究代表者 社会福祉学科・助教 安     瓊伊 

在日外国人高齢者の福祉サービスアクセスの

阻害要因とコミュニティの有効性の検討（2018

年 4月 1日～2021年 3月 31日（予定）） 

1,040,000 

基盤研究(C)  研究分担者 社会福祉学科・助教 安     瓊伊 

高齢者の地域居住を支える小規模多機能型居

宅介護に勤務する介護福祉士の技術の明確化

（2018年 4月 1日～2022年 3月 31日（予

定）） 

52,000 

基盤研究(C)  
研究代表者 

研究分担者 

社会福祉学科・助教 

社会福祉学科・准教授 

加藤   恵美 

松平   千佳 

保育における子どもの喪失体験（あいまいな喪

失含む）の課題および支援法開発の試み

（2017年 4月 1日～2020年 3月 31日（予

定）） 

1,560,000 

基盤研究(C)  
研究代表者 

研究分担者 

社会福祉学科・准教授 

社会福祉学科・教授 

鈴木   俊文 

立花   明彦 

介護施設における「福祉避難所機能」調査と運

営支援に係る「研修教材」開発（2016年4月 1

日～2019年 9月 30日） 

1,170,000 



基盤研究(C)  研究分担者 こども学科・教授 小林 佐知子 

父親の養育スキル向上におけるメカニズムの解

明（2016年 4月 1日～2020年 3月 1日（予

定）） 

390,000 

若 手 研 究 研究代表者 こども学科・准教授  副島   里美 

「ファシリテーション・グラフィック」を活用した保

育方法と保育者の資質向上の検討（2018年4

月 1日～2021年 3月 31日（予定）） 

1,430,000 

基盤研究(B)  研究分担者 こども学科・准教授  藤田   雅也 

「美術鑑賞学習のルーブリック評価と授業モデ

ルの普及に関する実践的研究」（課題番号：

17H02698）（2017年4月 1日～2020年3

月 31日（予定）） 

520,000 

基盤研究(C)  研究分担者 こども学科・准教授  松浦     崇 

外国につながりのある子どもと社会的養育－

乳児院・母子生活支援施設の調査に基づいて

（2018年 4月 1日～2021年 3月 31日（予

定）） 

492,700 

 



■その他の研究助成 

研究費区分 所属・職名 氏名 研究助成者 研究課題 配分額(円) 

研究助成金 歯科衛生学科・准教授 長谷 由紀子 
公益財団法人

富徳会 

卒前教育における医療コミュニケーション

能力の向上とプロフェッショナリズムの醸成

を目指す模擬患者参加型シミュレーション

教育の試行的導入 

200,000 

研究開発費 歯科衛生学科・教授 吉田   直樹 
科学技術振興

機構 

機能性食品開発を目的とした紅茶成分テア

フラビンの口腔内フローラに及ぼす効果の

検証 

500,000 

受託研究費 社会福祉学科・准教授 鈴木   俊文 
社会福祉法人

明翠会 

個別ケア推進・人材育成循環型「施設ケア

マネジメントシステムモデル」の開発 
120,000 

受託事業費 社会福祉学科・教授 高木    剛 
静岡県教育委

員会 

アカデミック・チャレンジ事業 業務委託（チ

ャレンジラボ事業） 
62,547 

受託事業費 こども学科・教授 小林 佐知子 
静岡県教育委

員会 

アカデミック・チャレンジ事業 業務委託（チ

ャレンジラボ事業） 
147,453 

 


