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令和３年度事業報告書 
 

Ⅰ．事 業 
１．概 要 

当年度は、ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングスの株式配当、上場

株式投資信託(ETF)の配当と債券利息を合わせ、従来の事業規模を維持しうる運用収入が

得られた。事業費総額は 4,518 万円となり、引き続き着実な事業活動を行うことができ

た。 
当財団の事業は「交通安全等」と「高齢者福祉」を 2 本の柱としているが、助成事業

付帯費 725 万円を除く助成金の分野別内訳は、交通安全等が 1,367 万円、高齢者福祉が

2,426 万円となった。 
なお、当財団が昭和 50 年に発足以来の助成金の累計総金額は 25 億 664 万円、累計総

件数は 2,225 件となっている。 
 
 

２．事業実績 
当年度の事業分野別、事業種類別の助成件数、助成金額は次のとおり。 

（１）交通安全等分野 
 

 助成件数 助成金額(万円) 

研  究 １６ １，２６８ 

著作・論文表彰 １ ３０ 
普及・啓発 ４ ６８ 
助成金計 ２１ １，３６７ 

 

（２）高齢者福祉分野 

 
 助成件数 助成金額(万円) 

研  究 ２２ ２，３６６ 

著作・論文表彰 ２ ６０ 

施設・事業 ０ ０ 

助成金計 ２４ ２，４２６ 
 

（３）事業費合計（交通安全等＋高齢者福祉） 
 

 助成件数 助成金額(万円) 
研  究 ３８ ３，６３４ 

著作・論文表彰 ３ ９０ 
普及・啓発 ４ ６８ 
施設・事業 ０ ０ 
助成金計 ４５ ３，７９２ 
付帯費計  ７２５ 

事業費合計（助成金＋付帯費） ４，５１８ 
 
 



 
 

３．当年度の主な事業 
当年度における助成内容、助成先および助成金額は別紙「事業一覧」のとおり。 

（１）研究助成 
当財団の助成事業の中心は研究助成であるが、当年度についても合計 38 件、総額

3,634 万円の研究助成を行った。これは、助成金総額の 95.8%を占めている。 
 

①国内研究助成 
ａ．応募と決定の件数 

研究助成の応募件数、要望金額ならびに決定件数、決定金額は次のとおり。 

 応募件数 要望金額(万円) 決定件数 決定金額(万円) 

交通安全等分野 ２４ ３，６９０ ８ ７９５ 

高齢者福祉分野 １０３ １７，１９７ ２１ ２，２８０ 

合 計 １２７ ２０，８８７ ２９ ３，０７５ 

ｂ．募集、選考および決定の状況 
当年度は、2021 年 4 月 1 日から 6 月 30 日の期間で募集を行った。募集にあたっ

ては、できるだけ広くから多数の応募を受けられるよう、「応募要項」を当財団のホ

ームページに、また「応募要項要旨」を助成財団センター発行の『助成金応募ガイ

ド』、大学病院情報ネットワーク（略称 UMIN）のホームページほかの媒体に掲載す

るなど周知に努め、応募件数は合計 127 件となった。 
交通安全等分野では書面による 2 段階の審査を行い 8 件 795 万円を、高齢者福祉

分野では選考委員会を 9 月 24 日に開催し 21 件 2,280 万円を選定した。選考結果を

10 月に理事会の書面決議に諮り、助成を決定した。当年度も幅広いテーマから水準

の高い研究を選ぶことができた。 
 

選考委員 
交通安全等 髙田 邦道（委員長）日本大学名誉教授 交通工学 

鈴木 春男     千葉大学名誉教授 交通社会学 
太田 博雄     東北工業大学名誉教授 交通心理学 
関根 太郎     日本大学理工学部教授 自動車工学 

小川 武希     東京慈恵会医科大学名誉教授 救急医学 
 

高齢者福祉 大内 尉義（委員長）虎の門病院顧問 老年医学 

大泉 博子     元衆議院議員、元国際医療福祉大学客員教授 ｿｰｼｬﾙｻｰﾋﾞｽ 

児玉 桂子     日本社会事業大学名誉教授 福祉生活環境学 
島崎 謙治     国際医療福祉大学大学院教授 社会保障法･医療政策 
岩本 俊彦     国際医療福祉大学医学部 

総合診療医学教授 老年医学 
秋下 雅弘     東京大学大学院医学系研究科 

加齢医学(老年病学)教授 老年医学 
 

ｃ．研究結果の開示 
令和元年度に助成した研究を中心に、合計 30 件の研究結果を収録した「研究結果

報告書集 第 25 巻」（A4 判 114 頁）を 7 月に刊行した。また、広く研究者等に活



 
 

用してもらえるよう、同書の内容を当財団のホームページに掲載した。 
なお、これまでに当財団が助成決定した研究課題のリスト（助成研究課題、助成対

象者および助成金額）は、当財団のホームページで公開しているほか、助成財団セン

ターにも提供している。 
 

②海外研究助成 
海外研究助成は平成 19 年度に三井住友海上アジア持株会社の協業を得て、東南ア

ジア地域を対象として開始、シンガポールとタイにおいて研究助成事業を行ってき

た。また、台湾においても平成 30 年度より明台産物保険社との協働のもと、研究助

成事業を開始した。 
国内に準じた方法で募集・選考を行い、交通安全等分野で 8 件、高齢者福祉分野

で 1 件、計 9 件、総額 559 万円の研究助成を行った。 
 

（２）「三井住友海上福祉財団賞」－ 著作・論文表彰 － 
交通安全等と高齢者福祉の分野での優れた著作・論文を表彰する「三井住友海上福

祉財団賞」の募集を行い、交通安全等分野で 6 件、高齢者福祉分野で 15 件の応募があ

った。 

① 募集対象期間 2019 年 4 月から 2021 年 3 月の 2 年間に発表された研究 
② 募集方法   自薦および他薦 
③ 応募期間   2021 年 4 月 1 日から 6 月 30 日まで 

前記の研究助成と同様に厳正なる選考を行った結果、交通安全等分野において「財

団奨励賞」として論文 1 点、高齢者福祉分野において「財団奨励賞」として論文 2 点

が選考された。選考結果を 10 月に理事会の書面決議に諮り、財団奨励賞の授賞と副賞

（30 万円）の贈呈を決定した。 

【交通安全等分野】 
財団賞 該当者なし 
 
財団奨励賞 －論文１点－ 

著者：楊 甲  豊田都市交通研究所 研究部 主任研究員 
題名：The impact of mandating a driving lesson for elderly drivers in Japan 

using count data models: Case study of Toyota City 
（カウントデータモデルを用いた日本国に実施している高齢運転者講習に

よる効果－豊田市を事例として－） 
 

【高齢者福祉分野】 
財団賞 該当者なし 
 
財団奨励賞 －論文２点－ 

著者：大村 卓也  東京都健康長寿医療センター研究所 研究員 
題名：高齢糖尿病患者におけるエネルギー摂取量と死亡リスクの検討（J-EDIT

研究） 



 
 

 
著者：山田 実  筑波大学人間系 教授 
題名：Effect of the COVID-19 Epidemic on Physical Activity in Community-

Dwelling Older Adults in Japan: A Cross-Sectional Online Survey. 
COVID-19  

（感染拡大が地域在住高齢者の身体活動に及ぼす影響：オンラインを用い

た横断調査） 
 

（３）普及・啓発助成 
当年度も、内閣府が主催する春・秋の全国交通安全運動に協賛して同運動用のポス

ターを寄贈したほか、交通安全フォーラム開催への協賛など 4 件、68 万円の助成を実

施した。 
 

（４）施設・事業助成 
当年度は福祉車両購入費用の補助などの施設・事業助成は行わなかった。 

 
４．研究助成および財団賞の贈呈式開催 

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、国内、シンガポール、タイでの贈呈式は開

催しなかった。 
台湾においては令和 3 年 12 月 8 日に台北で贈呈式を開催し、3 名の研究者へ目録を贈

呈、昨年度の研究助成者が研究成果を発表した。 
 
 
Ⅱ．理事会・評議員会 

１．理事会 
○理事全員の書面による同意に基づく決議の省略 

理事会の決議があったとみなされた日：令和 3 年 5 月 18 日 
理事会の決議があったものとみなされた事項： 

(1) 令和２年度事業報告および決算、並びに行政庁への定期提出書類承認の件 
(2) 文書保存期間の一部改定承認の件 
(3) 評議員会の決議事項提案の件 
(4) 理事全員の改選にともなう理事長再任承認の件 
(5) 理事全員の改選にともなう専務理事再任および事務局長委嘱承認の件 

○理事全員の書面による同意に基づく決議の省略 
理事会の決議があったとみなされた日：令和 3 年 10 月 27 日 
理事会の決議があったものとみなされた事項の内容： 

(1) 令和３年度研究助成事業承認の件 
(2) 令和３年度財団奨励賞授賞承認の件 
(3) 事務処理規程の一部改定承認の件 
(4) 第２１回評議員会（臨時）の招集承認の件 

 



 
 

○理事全員の書面による同意に基づく決議の省略 
理事会の決議があったとみなされた日：令和 4 年 3 月 14 日 
理事会の決議があったものとみなされた事項の内容： 

(1) 高齢者福祉分野・施設助成承認の件 
(2) 「令和４年度事業計画」および「令和４年度予算」承認の件 

○理事全員の書面による同意に基づく決議の省略 
理事会の決議があったとみなされた日：令和 4 年 3 月 24 日 
理事会の決議があったものとみなされた事項： 

(1) 資産運用規程改定承認の件 
(2) 専務理事選任および専務理事の事務局長委嘱承認の件 

 
２．評議員会 

○評議員全員の書面による同意に基づく決議の省略 
評議員会の決議があったとみなされた日：令和 3 年 6 月 24 日 
評議員会の決議があったものとみなされた事項： 

(1) 令和２年度事業報告および決算承認報酬承認の件 
(2) 評議員全員の任期満了に伴う改選の件 
(3) 理事全員の任期満了に伴う改選の件 
(4) 監事全員の任期満了に伴う改選の件 

○評議員全員の書面による同意に基づく決議の省略 
評議員会の決議があったとみなされた日：令和 4 年 3 月 14 日 
評議員会の決議があったものとみなされた事項： 

(1) 常勤理事の令和４年度報酬承認の件 
(2) 理事選任の件 

 
 
Ⅲ．その他 

１．年次報告書の発行 
年次報告書「一年のあゆみ－2020 年度年報」を令和 3 年 7 月に発行した。 



＜別紙＞

（１）交通安全等

　①研究助成

　　a.国内

No. 研究課題
助成金額

(万円)

1

甲南女子大学
人間科学部
生活環境学科
講師

小野寺　美和

高視認性安全服と新規の蓄光布を用いて視認性及
び持続性に優れ社会的弱者の安全に配慮したス
マートテキスタイルの創製
Creation of smart textiles with high visibility and
durability using high-visibility safety clothing and a
new phosphorescent cloth、 considering the safety
of vulnerable groups.

100

2

帝京平成大学
 ヒューマンケア学部
鍼灸学科
助教

小峰　昇一

伸長性収縮による骨格筋損傷モデルを用いた，鍼治
療効果の検討
Effect of Electric Acupuncture Muscle Soreness and
Damage Induced by Eccentric Contraction Model

95

3

東海大学
工学部
土木工学科
准教授

鈴木　美緒

高齢ドライバーの認知機能に応じた持続可能性の高
い運転指導・評価手法に関する研究
A study on safety education and evaluation method
for older adult drivers including MCI

100

4

日本大学
理工学部
交通システム工学科
助手

田部井　優也

駐車場出入口周辺の安全性確保に関する研究～自
動運転車社会を見据えて～
Safety and Smoothness around the Entrance of
Parking Lot: Toward the Autonomous Vehicle
Society

65

5
筑波大学大学院
人間総合科学学術院
医学学位プログラム

中谷　卓史

難治性巨大骨欠損に対する生体異物反応を応用し
た新規治療法の開発
New treatment strategy applying xenobiotic reaction
to refractory large bone defect

145

6

名古屋大学
未来社会創造機構
モビリティ社会研究所
人間 ・加齢特性研究室
研究員

平野　昭夫

アクセルペダルの踏み間違いの原因について，運転
姿勢（左足を含む足位置）の面から分析を行い発生
メカニズムの解明および対策支援方法を提案する．
To analyse the causes of gas pedal errors in terms of
driving posture, including left foot, clarify the
mechanism of occurrence and propose
countermeasures.

90

7

金沢工業大学
工学部
情報工学科
教授

松井　くにお
コード化点字ブロックによるAI音声情報案内サービス
AI Voice information guidance service with Coded
Braille Blocks

80

8
帝塚山大学
心理学部
講師

森泉　慎吾

高齢者の運転支援システム利用に影響する要因に
関する研究
A field study of the factors influencing on use of
advanced driving assistance systems by older
drivers: interaction of self-rated driving skill and
cognitive function

120

　　b.海外

No. 研究課題
助成金額

(万円)

9
Lecturer
Singapore University of Social Sciences

Liu Fang

Data Driven Traffic Accidents Visualization and
Root Cause Quantification with Explainable Artificial
Intelligence for improved Road Safety and Urban
Planning
（データ駆動型の交通事故の可視化と交通安全と都
市計画を改善するための説明可能な人工知能による
根本原因の定量化）

           86

10
Lecturer
King Mongkut’s University of Technology
Thonburi

Suphanut
Kongwat

Investigation on Helmet Structural Performance
under Severity of Motorcycle Accidents in Thailand
（タイにおける二輪車事故実態下でのヘルメットの構
造性能に関する調査 ）

           52

11

Lecturer
School of Engineering and Technology,
and Center of Excellence in Sustainable
Disaster Management, Walailak University

Thanongsak
IMJAI

Durability and traffic-safety functional performance
of innovative porous asphalt pavement in Motorway
No. 9
（高速道路9号線の革新的な多孔質アスファルト舗装
の耐久性と交通安全機能性能）

           52

公益財団法人　三井住友海上福祉財団

研究代表者

令和３年度事業一覧　

研究代表者



No. 研究課題
助成金額

(万円)

12
Vice Dean
College of Nursing, Christian
University of Thailand

Netchanok
Sritoomma

The components and indicators of road safety
management on the motorcycle service delivery
during Covid-19 pandemic.
（新型コロナウイルス感染症蔓延下における二輪車
配達の交通安全管理の構成要素と指標）

           52

13
Researcher
Social Research Institute,
Chulalongkorn University

Pichaya
Surapolchai

The Board Game Development for Enhancing Traffic
Safety Learning in Youth and Adolescent
（青年期の交通安全学習を強化するためのボード
ゲーム開発）

           52

14

Second year of Graduate School
Department of Transportation and
Communication Management Science,
National Cheng Kung University

Jhang-Neng
Lin
林章能

Usage-based Insurance service for Motorcycle
logistics – The Case of Food Delivery Service
（バイク配達員のためのテレマティクス保険サービス
－フードデリバリーサービスの事例）

           84

15

Professor
Department of Public of Health,College of
Medicine,
National Cheng Kung University

Chung-Yi Li
李中一

Risk of motor vehicle crash associated with
pregnancy: comparison with non-pregnancy period.
（妊娠に伴う自動車事故のリスク：非妊娠期間との比
較）

           84

16

Professor
Department of Risk Mangement and
Insurance,
Feng Chia University

Wen-Yen Hsu
許文彥

Pricing the Usage-Based Insurance for Tour Bus in
Taiwan
（台湾の観光バスのためのテレマティクス保険の価格
設定）

           84

　②著作・論文表彰

題名
副賞

(万円)

楊　甲

【論文】
The  impact  of  mandating  a  driving  lesson  for
elderly  drivers  in  Japan  using count data models:
Case study of Toyota City
カウントデータモデルを用いた日本国に実施してい
る高齢運転者講習による効果－豊田市を事例として
－

財団奨励賞
30

　③普及・啓発助成

No. 助　成　先 助成内容
助成金額
（万円）

1 （一財）日本交通安全教育普及協会 「交通安全ファミリー作文コンクール」募集ポスター作成費用他 59

2 内閣府（政策調整担当） 「秋の全国交通安全運動」ポスター作成配付費用 5

3 交通安全フォーラム推進協議会 「交通安全フォーラム」協賛 0

4 内閣府（政策調整担当） 5「春の全国交通安全運動」ポスター作成費用

普及･啓発助成　小計　4件　68万円

交通安全等　合計　21件　1,442万円
（内　明台産物社負担75万円）

研究助成　小計　16件　1,343万円

（内　明台産物社負担75万円）

著者

豊田都市交通研究所
研究部
主任研究員

著作・論文表彰　小計　1件　30万円

研究代表者



（２）高齢者福祉

　①研究助成

　　a.国内

No. 研究課題
助成金額

(万円)

1
岡山県立大学
情報工学部人間情報工学科
教授

綾部　誠也

COVID-19パンデミックに伴う身体不活動が健康状
態と医療費に及ぼす影響：歩数計の48ヶ月間の連続
装着による客観的に評価された歩数による2018年か
らの4ヵ年の大規模縦断的分析
Impact of COVID-19 pandemic on physical
inactivity, health and medical costs: A 4-year
longitudinal analysis of objectively measured-
walking behavior in large chort.

50

2
信州大学医学部
運動機能学教室
講師

池上　章太

高齢者脊柱アライメントと運動能力・介護に関する疫
学調査（おぶせスタディ第2 期）
Epidemiological survey on spinal alignment, physical
performance and Nursing Care in the older people
(The Obuse Study Phase 2)

100

3
東京都健康長寿医療センター研究所
老年病理学研究チーム 高齢者がん研究
研究部長

石渡　俊行

膵臓がん細胞の老化誘導と老化細胞除去療法の開
発
Development of senolytic therapy for pancreatic
cancer cells

120

4
名古屋学芸大学大学院
栄養科学研究科博士後期課程

宇野　千晴
健常高齢者の長期縦断疫学フォローアップ研究
(Nagoya Longitudinal Follow up Study for Healthy
Elderly: NLFS-HE)

75

5

東京都健康長寿医療センター研究所
自立促進と精神保健研究チーム
認知症と精神保健研究
副部長

岡村　毅

若年性認知症をもつ人のための診断後支援のため
の地域のシステム作り
Building a post-diagnostic support system in the
community for the people with early-onset dementia

160

6
兵庫教育大学
教授

岡本　希

人生の終盤に向かう過程における心と知識の事前準
備に関する実態調査
A fact-finding survey on the preparation of mind and
knowledge in the process toward the end of life

80

7
建築研究所
防火研究グループ
上席研究員

鍵屋　浩司

介護ロボットによる災害時の高齢者施設内の避難方
法の標準化
Standardization of evacuation methods in facilities
for the elderly in the event of a disaster using
nursing care robots

90

8
慶應義塾大学医学部
循環器内科学
臨床助教（丙）

北方　博規

高齢心不全患者のアドバンス・ケア・プランニングの
実施に対する社会的孤立の影響の検証と予防へ向
けた支援システムの構築
Understanding of the relationship between social
isolation and advance care planning for the
construction of systems preventing social isolation
in elderly patients with heart failure

100

9
東邦大学 医学部
微生物・感染症学講座
准教授

木村　聡一郎

自然免疫活性化作用を有する新規肺炎球菌ワクチ
ンの創出
Research on a novel pneumococcal vaccine with
innate immune acitivation

160

10
国立長寿医療研究センター
副センター長

里　直行

糖尿病による認知症促進機構の分子・細胞生物学
的解明
Analysis of molecular and cellular mechanisms
whereby diabetes exacerbates dementia

160

11
JCHO東京新宿メディカルセンター
整形外科
医師

佐藤　洋一

AI （人工知能）を用いた，胸部単純X線写真から骨
密度を計測するアルゴリズムの開発研究
Development research of an algorithm for calculating
bone density from chest radiographs using Artificial
Intelligence

85

12
東京大学
未来ビジョン研究センター
特任講師

孫　輔卿

地域在住高齢者の「双方向オンライン型フレイル予
防システム」の開発および実用化
Development and implementation of bidirectional
online-frailty prevention system for community-
dwelling older adults

160

研究代表者



No. 研究課題
助成金額

(万円)

13
広島大学
助教

陳　三妹

地域在住高齢者における認知的フレイルと介護給付
費および医療費との関連：８年間の前向き研究
Cognitive frailty and subsequent costs of medical
care and long-term care in older adults: an 8-year
prospective study

100

14
埼玉県立大学
保健医療福祉学部
教授

中村　裕美

高齢者入所施設の専門職の勤労者役割遂行に関連
する要因の解明
Determinants of worker role performance among
professionals in nursing homes

40

15
東京大学医学部附属病院
老年病科
助教

七尾　道子

エストロゲンによるサルコペニア抑制作用の機序解
明：慢性炎症に着目して
Research on the prevention of Sarcopenia :
Preventive effects of Estrogen against chronic
inflammation

100

16
大阪大学大学院薬学研究科
筋幹細胞創薬プロジェクト
准教授

深田　宗一朗

人為的な運動療法開発を目指した運動模倣因子の
同定
Identification of target factors associated with
‘exercise-medicine’

160

17
日本赤十字豊田看護大学
講師

深谷　由美

通所介護における医療的ケアを必要とする利用者の
受入れ状態とその課題：混合研究法
Acceptance status and issues of users who need
medical care in day care center : Mixed Methods
Study

40

18
国立精神・神経医療研究センター神経研
究所
室長

北條　浩彦

サルコペニアに関わる遺伝子を抑制し筋委縮を阻止
する新しい核酸医薬の開発
Development of a new nucleic acid medicine that
suppresses genes related to sarcopenia and blocks
muscle atropy

120

19
東京大学大学院医学系研究科
在宅医療講座
特任研究員

細井　達矢

長寿遺伝子 (Sirt1) の筋骨格系の与える影響、加齢
変化に関する研究
The role of SIRT1 in skeletal muscle function and
aging

160

20
三重大学大学院医学系研究科
リハビリテーション医学分野
教授

百崎　良

高齢入院患者におけるフレイルリスク評価の有用性
検証と実装研究
Validation and implementation research of frailty
risk assessment in hospitalized older patients

100

21
奈良県立医科大学
疫学予防医学講座
助教

山上　優紀

COVID-19 感染拡大による身体活動量の変化とサ
ルコペニア・フレイル発症の関連 ―COVID-19感染
拡大前後の縦断研究 ―
Assication between change of physical activity and
development of sarcopenia and fraility - A
longitudinal study comparing before and after the
COVID-19 pandemic-

120

  　b.海外

No. 研究課題
助成金額

(万円)

22
Senior Lecturer
Singapore University of Social Sciences

Fang Zheng

Lifelong learning and mental wellbeing of older
adults in Singapore
（シンガポールの高齢者の生涯学習とメンタルヘル
ス）

           86

　②著作・論文表彰

題名
副賞

(万円)

大村　卓也
【論文】
高齢糖尿病患者におけるエネルギー摂取量と死亡リ
スクの検討（J-EDIT研究）

財団奨励賞
30

山田　実

【論文】
Effect of the COVID-19 Epidemic on Physical
Activity in Community-Dwelling Older Adults in
Japan: A Cross-Sectional Online Survey. COVID-
19
感染拡大が地域在住高齢者の身体活動に及ぼす影
響：オンラインを用いた横断調査

財団奨励賞
30

研究代表者

研究代表者

合計（交通安全等・高齢者福祉）　45件　3,867万円

高齢者福祉　合計　24件　2,426万円

（内　明台産物社負担75万円）

研究助成　小計　22件　2,366万円

著者

東京都健康長寿医療センター研究所
研究員

筑波大学人間系
教授

著作・論文表彰　小計　2件　60万円


