
令和２年度　老人保健健康増進等事業　採択事業一覧（当初協議分）

募集
時期

テーマ
番号

テーマ名 団体名 事　　業　　名

当初 2
介護保険事業計画における課題への対応状況
に関する調査研究事業

株式会社　三菱総合研究所
介護保険事業計画における課題への対応状況に関する調査研究
事業

当初 3
在宅介護実態調査結果の分析に関する調査研
究事業

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサル
ティング株式会社

在宅介護実態調査結果の分析に関する調査研究事業

当初 4
地域医療構想と地域包括ケアの連動した「人
口減少対応型まちづくり」の促進に向けた実
証的検証事業

一般社団法人　北海道総合
研究調査会

地域医療構想と地域包括ケアの連動した「人口減少対応型まちづ
くり」の促進に向けた実証的検証事業

当初 5
地域包括ケアシステムの構築に向けた自治体
内の有機的連携・役割分担等に係る調査研究
事業

株式会社　野村総合研究所
地域包括ケアシステムの構築に向けた自治体内の有機的連携・
役割分担当等に係る調査研究事業

当初 6
産官学協働の持続的な支援体制の構築等に関
する調査研究事業

株式会社　エヌ・ティ・ティ・
データ経営研究所

産官学協働の持続的な支援体制の構築等に関する調査研究事
業

当初 7
中山間地域等における多世代型、地域共生型
の地域づくりと介護予防との関係性に係る調
査研究事業

公益社団法人　全国国民健
康保険診療施設協議会

中山間地域等における多世代型、地域共生型の地域づくりと介護
予防との関係性に係る調査研究事業

当初 8
多様な資源を活用した地域包括ケアシステム
の推進に関する調査研究事業

MS&ADインターリスク総研
株式会社

多様な資源を活用した地域包括ケアシステムの推進に関する調
査研究事業

当初 9
介護保険施設等実地指導マニュアルの在り方
に関する調査研究

国立研究開発法人　国立長
寿医療研究センター

介護保険施設等実地指導マニュアルの在り方に関する調査研究

当初 11
認知症ケアパスの作成と活用の促進に関する
調査研究

国立研究開発法人　国立長
寿医療研究センター

認知症ケアパスの作成と活用の促進に関する調査研究

当初 12
介護分野におけるマイナンバーカード活用に
向けた調査研究

株式会社　エヌ・ティ・ティ・
データ経営研究所

介護分野におけるマイナンバーカード活用に向けた調査研究

当初 14
自治体と民間企業の協働による都市部におけ
る地域づくりの展開に向けた調査研究

一般財団法人　長寿社会開
発センター

自治体と民間企業の協働による都市部における地域づくりの展開
に向けた調査研究

当初 16
高齢者等の安全・安心な移動手段・環境実現
に向けた企業等の取り組みの支援に関する調
査研究事業

特定非営利活動法人　イ
シュープラスデザイン

認知症高齢者等の安全・安心な移動手段・環境実現に向けた企
業等の取り組みにつなげる仕組みの構築に関する調査研究事業

当初 17
地域共生社会の実現に向けた養護老人ホーム
及び軽費老人ホームのあり方に関する調査研
究事業

公益社団法人　全国老人福
祉施設協議会

地域共生社会の実現に向けた養護老人ホーム及び軽費老人ホー
ムのあり方に関する調査研究事業

当初 18
共生型サービスの実態把握及び普及啓発に関
する調査研究事業

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサル
ティング株式会社

共生型サービスの実態把握及び普及啓発に関する調査研究事業

当初 19
地域包括支援センターの効果的な運営に関す
る調査研究事業

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサル
ティング株式会社

地域包括支援センターの効果的な運営に関する調査研究事業

当初 20
介護・労働施策等の活用による家族介護者支
援に関する調査研究事業

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサル
ティング株式会社

介護・労働施策等の活用による家族介護者支援に関する調査研
究事業

当初 21
地域における見守り支援体制の構築に向けた
調査研究事業

三重県名張市
地域におけるより効果的な見守り支援体制の構築に向けた調査
研究

当初 22
介護予防・日常生活支援総合事業の利用に関
する調査研究事業

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサル
ティング株式会社

介護予防・日常生活支援総合事業の利用に関する調査研究事業

当初 23
介護支援専門員の資質向上に資する研修等の
あり方に関する調査研究事業

株式会社　日本総合研究所
介護支援専門員の資質向上に資する研修等のあり方に関する調
査研究事業

当初 24
適切なケアマネジメント手法の策定に向けた
調査研究事業

株式会社　日本総合研究所 適切なケアマネジメント手法の策定に向けた調査研究事業

当初 25
適切なケアマネジメント手法の普及推進に向
けた調査研究事業

株式会社　日本総合研究所 適切なケアマネジメント手法の普及推進に向けた調査研究事業

当初 26
居宅介護支援における業務負担等に関する調
査研究事業

株式会社　三菱総合研究所 居宅介護支援における業務負担等に関する調査研究事業

当初 27
ホワイトボックス型AIを活用したケアプラン
の社会実装に係る調査研究事業

株式会社　国際社会経済研
究所

ホワイトボックス型AIを活用したケアプランの社会実装に係る調査
研究事業
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当初 28
AIを活用した効果的・効率的なケアプラン点
検の方策に関する研究

株式会社　エヌ・ティ・ティ・
データ経営研究所

AIを活用した効果的・効率的なケアプラン点検の方策に関する研
究

当初 29
認定調査員初任者の指導方法等に係る調査研
究事業

みずほ情報総研 株式会社 認定調査員初任者の指導方法等に係る調査研究事業

当初 30
主治医意見書の作成の効率化等に関する調査
研究事業

みずほ情報総研 株式会社 主治医意見書の作成の効率化等に関する調査研究事業

当初 31
介護認定審査会事務局の機能強化に関する調
査研究事業

みずほ情報総研 株式会社 介護認定審査会事務局の機能強化に関する調査研究事業

当初 33 訪問看護事業所の質の確保のための研究事業
一般社団法人　全国訪問看
護事業協会

訪問看護事業所の質の確保に向けた自己評価を支援するための
研究事業

当初 34
看護小規模多機能型居宅介護事業所及び療養
通所介護事業所の業務負担軽減に関する事業

公益財団法人　日本訪問看
護財団

看護小規模多機能型居宅介護事業所及び療養通所介護事業所
の業務負担軽減に関する事業

当初 35
特定施設や有料老人ホーム等への訪問看護
サービスの提供の実態把握に関する調査事業

株式会社　日本能率協会総
合研究所

特定施設や有料老人ホーム等への訪問看護サービスの提供の実
態把握に関する調査事業

当初 36
要介護高齢者等に対する看護介入による効果
検証事業

国立大学法人　東京大学 要介護高齢者等に対する看護介入による効果検証事業

当初 37
地域における中小規模の訪問看護事業所の機
能強化および事業所間連携の推進に関する事
業

株式会社　日本能率協会総
合研究所

地域における中小規模の訪問看護事業所の機能強化および事業
所間連携の推進に関する事業

当初 38
認知症高齢者グループホームにおける介護
サービス提供の実態に関する調査研究

公益社団法人　日本認知症
グループホーム協会

認知症高齢者グループホームにおける介護サービス提供の実態
に関する調査研究事業

当初 39
福祉用具貸与事業者の人材育成に関する調査
研究事業

一般社団法人　日本福祉用
具供給協会

「福祉用具貸与事業者の人材育成に関す
る調査研究事業」

当初 40
福祉用具サービスの質の評価データ収集等に
係る調査研究事業

一般社団法人　全国福祉用
具専門相談員協会

福祉用具サービスの質の評価データ収集等に係る調査研究事業

当初 41
ハンドル形電動車椅子の安全利用に係る調査
研究事業

一般社団法人　全国福祉用
具専門相談員協会

ハンドル形電動車椅子の安全利用に係る調査研究事業

当初 42
通所介護における人材活用等の実態把握に関
する調査研究事業

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサル
ティング株式会社

通所介護における人材活用等の実態把握に関する調査研究事業

当初 43
定期巡回・随時対応型訪問介護看護の普及促
進に関する調査研究

株式会社　エヌ・ティ・ティ・
データ経営研究所

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の普及促進に関する調査研
究

当初 44
小規模多機能型居宅介護における生活全体を
支える包括報酬型在宅サービスのあり方に関
する調査研究

特定非営利活動法人　全国
小規模多機能型居宅介護事
業者連絡会

小規模多機能型居宅介護における生活全体を支える包括報酬型
在宅サービスのあり方に関する調査研究事業

当初 45
認知症対応型共同生活介護における栄養管理
の在り方に関する調査研究事業

一般社団法人　日本健康・栄
養システム学会

認知症対応型共同生活介護における栄養管理の在り方に関する
調査研究事業

当初 46
地域の高齢者介護施設を中核とした整備に関
する調査研究

一般社団法人　日本医療福
祉建築協会

地域の高齢者介護施設を中核とした整備に関する調査研究

当初 47
介護保険施設等における安全管理体制等のあ
り方に関する調査研究事業

株式会社　日本総合研究所
介護保険施設等における安全管理体制等のあり方に関する調査
研究事業

当初 48
介護施設等における看護職員のあり方に関す
る調査研究事業

公益社団法人　日本看護協
会

介護施設等における看護職員のあり方に関する調査研究事業

当初 49
地域包括ケア推進に向けた有床診療所から介
護医療院への移行に関する調査研究事業

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサル
ティング株式会社

地域包括ケア推進に向けた有床診療所から介護医療院への移行
に関する調査研究事業

当初 50
介護老人保健施設における薬物治療の考え方
に関する調査研究事業

公益社団法人　全国老人保
健施設協会

介護老人保健施設における薬物治療の考え方に関する調査研究
事業

当初 51
介護老人保健施設の機能評価に関する調査研
究事業

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサル
ティング株式会社

介護老人保健施設の機能評価に関する調査研究事業

当初 52
長期療養施設におけるBPSD緩和のための非薬
物療法の効果に関する調査研究事業

地方独立行政法人　東京都
健康長寿医療センター

長期療養施設におけるBPSD緩和のための非薬物療法・対応の
実態把握と介入事例の前向き調査
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当初 53
介護老人福祉施設等の医療ニーズの調査研究
事業

みずほ情報総研 株式会社 介護老人福祉施設等の医療ニーズの調査研究事業

当初 54
介護サービス利用者の口腔衛生管理や経口維
持支援等の充実に関する調査研究事業

一般社団法人　日本老年歯
科医学会

介護サービス利用者の口腔衛生管理や経口維持支援等の充実
に関する調査研究事業

当初 56
特別養護老人ホームにおける看取り等のあり
方に関する調査研究事業

PwCコンサルティング合同会
社

特別養護老人ホームにおける看取り等のあり方に関する調査研
究事業

当初 57
ユニットケアに係る研修のあり方に関する調
査研究事業

株式会社　日本総合研究所 ユニットケアに係る研修の在り方に関する調査研究事業

当初 58
高齢者向け住まいにおける運営形態の多様化
に関する実態調査研究事業

PwCコンサルティング合同会
社

高齢者向け住まいにおける運営形態の多様化に関する調査研究
事業

当初 59
高齢者向け住まい等の紹介の在り方に関する
調査研究事業

PwCコンサルティング合同会
社

高齢者向け住まい等の紹介の在り方に関する調査研究事業

当初 60
住まいと生活支援の一体的支援に関する取組
の普及啓発等事業

一般財団法人　高齢者住宅
財団

住まいと生活支援の一体的支援に関する取組の普及啓発等事業

当初 61
地方自治体における居住支援の取組に関する
調査研究事業

一般財団法人　高齢者住宅
財団

地方自治体における居住支援の取組に関する調査研究事業

当初 62
高齢者のターミナル期のケアに関する調査研
究業務

公益社団法人　全日本病院
協会

高齢者のターミナル期のケアに関する調査研究業務

当初 63
サービス付き高齢者向け住宅等におけるサー
ビス利用の適正化に向けた調査研究

一般財団法人　医療経済研
究・社会保険福祉協会

サービス付き高齢者向け住宅等におけるサービス利用の適正化
に向けた調査研究

当初 64
サービス付き高齢者向け住宅等における適正
なケアプラン作成に向けた調査研究

株式会社　日本総合研究所
サービス付き高齢者向け住宅等における適正なケアプラン作成に
向けた調査研究

当初 65
有料老人ホームの事業適正化に関する調査研
究事業

公益社団法人　全国有料老
人ホーム協会

有料老人ホームの事業適正化に関する調査研究事業

当初 66
高齢者向け住まいにおける介護保険サービス
と介護保険外サービスの実態に関する調査研
究

株式会社　日本総合研究所
高齢者向け住まいにおける介護保険サービスと介護保険外サー
ビスの実態に関する調査研究

当初 67
地域特性を踏まえた生活支援ニーズへの対応
及び地域活動の継続に係る調査研究事業

一般社団法人　全国食支援
活動協力会

地域特性を踏まえた生活支援ニーズへの対応及び地域活動の継
続に係る調査研究事業

当初 68
介護予防・日常生活支援総合事業及び生活支
援体制整備事業の実施状況に関する調査研究
事業

株式会社　エヌ・ティ・ティ・
データ経営研究所

介護予防・日常生活支援総合事業及び生活支援体制整備事業の
実施状況に関する調査研究事業

当初 69
介護予防・日常生活支援総合事業及び生活支
援体制整備事業の効果的な推進方法に関する
調査研究事業

株式会社　エヌ・ティ・ティ・
データ経営研究所

介護予防・日常生活支援総合事業及び生活支援体制整備事業の
効果的な推進方法に関する調査研究事業

当初 70
介護予防・日常生活支援総合事業及び生活支
援体制整備事業の推進に向けた研修カリキュ
ラムの開発に関する調査研究事業

株式会社　エヌ・ティ・ティ・
データ経営研究所

介護予防・日常生活支援総合事業及び生活支援体制整備事業の
推進に向けた研修カリキュラムツールの開発に関する調査研究事
業

当初 71
介護予防・日常生活支援総合事業及び生活支
援体制整備事業の推進に向けた実践研修に関
する調査研究事業

株式会社　エヌ・ティ・ティ・
データ経営研究所

介護予防・日常生活支援総合事業及び生活支援体制整備事業の
推進に向けた実践研修に関する調査研究事業

当初 72
介護予防・日常生活支援総合事業等に基づく
移動支援サービスの創設に関する調査研究事
業

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサル
ティング株式会社

介護予防・日常生活支援総合事業等に基づく移動支援サービス
の創設に関する調査研究事業

当初 73
介護予防・日常生活支援総合事業におけるボ
ランティアの参画に関する調査研究事業

特定非営利活動法人　市民
福祉団体全国協議会

介護予防・日常生活支援総合事業に於けるボランティアの参画に
関する調査研究事業

当初 74
地域リハビリテーション体制の活動マニュア
ル等の作成事業

一般社団法人　日本リハビリ
テーション病院・施設協会

地域リハビリテーション体制の活動マニュアル等の作成事業

当初 75
医療関係団体・医療機関等と連携した介護予
防の推進方策に関する調査研究事業

公益社団法人　全国国民健
康保険診療施設協議会

医療関係団体・医療機関等と連携した介護予防の推進方策に関
する調査研究事業

当初 76 通いの場の効果検証に関する調査研究事業
地方独立行政法人　東京都
健康長寿医療センター

通いの場の効果検証に関する調査研究事業

当初 77
介護予防に資する就労的活動に関する調査研
究事業

地方独立行政法人　東京都
健康長寿医療センター

デイサービスの拠点化による、軽度要介護者向け通所介護サービ
スへの住民参加の促進に関する調査研究事業
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当初 78
官民連携による成果連動型の介護予防の取組
に関する調査研究事業

一般社団法人　日本老年学
的評価研究機構

官民連携による成果連動型の介護予防の取組に関する調査研究
事業

当初 79
通いの場に参加する高齢者を中心とした摂食
機能等に応じた適切な食事選択の方策に関す
る調査研究事業

地方独立行政法人　東京都
健康長寿医療センター

通いの場に参加する高齢者を中心とした摂食機能等に応じた適
切な食事選択の方策に関する調査研究事業

当初 80
北海道のリハビリテーション専門職を活かし
た高齢者の介護予防推進に係る調査研究事業

株式会社　北海道二十一世
紀総合研究所

北海道のリハビリテーション専門職を活かした高齢者の介護予防
推進に係る調査研究事業

当初 81

オーラルフレイルの予防、口腔機能の改善に
よる健康増進と社会性の維持向上において多
職種が行う介護予防推進プログラムに関する
調査研究事業

一般社団法人　愛知県歯科
医師会

オーラルフレイルの予防、口腔機能の改善による健康増進と社会
性の維持向上において多職種が行う介護予防推進プログラムに
関する調査研究事業

当初 82 通いの場づくり支援に関する調査研究事業
株式会社　エヌ・ティ・ティ・
データ経営研究所

通いの場づくり等に係る市町村支援に関する調査研究事業

当初 83
中山間地域の通いの場におけるフレイル予防
対策を起点とした地域住民の包括的支援に関
する調査研究事業

国立大学法人　徳島大学
中山間地域の通いの場におけるオーラルフレイル予防対策を起
点とした地域住民の包括的支援に関する調査研究事業～“見える
化”・“つなぐ化”プロジェクト～

当初 85
高齢者の保健事業と介護予防の一体実施を行
うための取組に関する調査研究

株式会社　エヌ・ティ・ティ・
データ経営研究所

高齢者の保健事業と介護予防の一体実施を行うための取組に関
する調査研究

当初 86
地域包括ケアに向けた薬剤師の看取り期への
関わり方に関する調査研究事業

株式会社　エヌ・ティ・ティ・
データ経営研究所

地域包括ケアに向けた薬剤師の看取り期への関わり方に関する
調査研究事業

当初 87
退院後の円滑な介護サービス利用のための介
護事業所と医療機関の連携強化事業

アクセンチュア　株式会社
退院後の円滑な介護サービス利用のための介護事業所と医療機
関の連携強化事業

当初 88
早期地域療養移行支援パス作成に関する調査
研究

公益社団法人　全日本病院
協会

早期地域療養移行支援パス作成に関する調査研究

当初 89
円滑な医療・介護連携を推進するための地域
医療連携室の支援に関する調査研究事業

株式会社　三菱総合研究所
円滑な医療・介護連携を推進するための地域医療連携室の支援
に関する調査研究事業

当初 90
認知症の本人の意見と力を活かした地域共生
社会づくりに関する調査研究事業

一般社団法人　日本認知症
本人ワーキンググループ

認知症の本人の意見と力を活かした地域共生社会づくりに関する
調査研究事業

当初 91

認知症の人の日常生活・社会生活のおける意
思決定支援ガイドラインの普及や活用実態お
よび事前の意思表明のあり方に関する調査研
究事業

合同会社　ＨＡＭ人・社会研
究所

認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドラ
インの普及や活用実態および事前の意思表明のあり方に関する
調査研究事業

当初 92
認知症の本人の意見と力を活かした地域共生
社会づくりに関する調査研究事業

公益社団法人　認知症の人
と家族の会

認知症の人と家族の思いやその状況に関する実態調査をふまえ
た支援のあり方に関する調査研究事業

当初 94
認知症重症化予防（三次予防）に関する調査
研究事業

公益社団法人　日本精神科
病院協会

認知症重症化予防（三次予防）に関する調査研究事業

当初 95
認知症疾患医療センターの事業評価および質
の管理に関する調査研究事業

地方独立行政法人　東京都
健康長寿医療センター

認知症疾患医療センターの事業評価および質の管理に関する調
査研究事業

当初 96
認知症地域医療における連携体制のあり方に
関する調査研究事業

みずほ情報総研 株式会社
認知症地域医療における連携体制のあり方に関する調査研究事
業

当初 97
訪問看護師による認知症高齢者と家族の支援
に関する調査研究事業

一般社団法人　全国訪問看
護事業協会

訪問看護師による認知症高齢者と家族の支援に関する調査研究
事業

当初 98
認知症初期集中支援チームにおける効果的な
活動に関する調査研究事業

国立研究開発法人　国立長
寿医療研究センター

認知症初期集中支援チームにおける効果的な活動に関する調査
研究事業

当初 99
認知症の当事者と家族を一体的に支援する支
援プログラムのあり方に関する調査研究事業

社会福祉法人　東北福祉会
認知症の当事者と家族を一体的に支援する支援プログラムのあり
方に関する調査研究事業

当初 100
地域における認知症ケアの拠点としての認知
症高齢者グループホームでの適切な相談支援
に関する調査研究事業

公益社団法人　日本認知症
グループホーム協会

地域における認知症ケアの拠点としての認知症高齢者グループ
ホームでの適切な相談支援に関する調査研究事業

当初 101
認知症の状況に応じた高齢者の継続的な口腔
機能管理等に関する調査研究事業

地方独立行政法人　東京都
健康長寿医療センター

認知症の状況に応じた高齢者の継続的な口腔機能管理等に関す
る調査研究事業

当初 102
認知症サポーター活動促進事業「チームオレ
ンジ」の立ち上げ支援のあり方に関する調査
研究事業

特定非営利活動法人　地域
共生政策自治体連携機構

認知症サポーター活動促進事業「チームオレンジ」の立ち上げ支
援のあり方に関する調査研究事業
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当初 103
認知症に関する官民連携プラットフォームの
普及に向けた調査研究事業

株式会社　日本総合研究所
認知症に関する官民連携プラットフォームの普及に向けた調査研
究事業

当初 104

介護サービス利用者を含む高齢者等の社会参
加・就労的活動の推進体制及びコーディネー
ト人材に求められる機能等に関する調査研究
事業

一般社団法人　人とまちづく
り研究所

介護サービス利用者を含む高齢者等の社会参加・就労的活動の
推進体制及びコーディネート人材に求められる機能等に関する調
査研究事業

当初 105
若年性認知症支援コーデイネーターの効果的
な配置のあり方等に関する調査研究事業

社会福祉法人　仁至会
若年性認知症支援コーディネーターの効果的な配置のあり方等に
関する調査研究事業

当初 106
認知症地域支援推進員の質の評価と向上のた
めの方策及び認知症の人等の社会参加活動の
体制整備に関する調査研究事業

社会福祉法人　浴風会
認知症地域支援推進員の質の評価と向上のための方策及び認
知症の人等の社会参加活動の体制整備に関する調査研究事業

当初 107
認知症の人本人の意見を企業等へつなぐ仕組
みの構築等に関する調査研究事業

株式会社　野村総合研究所
認知症の人本人の意見を企業等へつなぐ仕組みの構築等に関す
る調査研究事業

当初 108
認知症に関する企業等の「認知症バリアフ
リー宣言（仮称）」及び認証制度のあり方に
関する調査研究事業

一般財団法人　日本規格協
会

認知症に関する企業等の「認知症バリアフリー宣言（仮称）」及び
認証制度のあり方に関する調査研究事業

当初 109
認知症（若年性認知症含む）の人や家族が安
心して地域で暮らすために必要な資源等の調
査研究事業

みずほ情報総研 株式会社
認知症（若年性認知症含む）の人や家族が安心して地域で暮らす
ために必要な資源等の調査研究事業

当初 110
認知症に関する国際交流プラットフォーム構
築のあり方に関する調査研究事業

公益社団法人　認知症の人
と家族の会

認知症に関する国際交流プラットフォーム構築のあり方に関する
調査研究事

当初 111
自治体による認知症の人の事故を補償する民
間保険への加入支援に関する調査研究事業

株式会社　日本総合研究所
自治体による認知症の人の事故を補償する民間保険への加入支
援に関する調査研究事業

当初 112
物忘れのある方に対する補聴器のフィッテイ
ングに関する調査研究事業

一般社団法人　日本補聴器
販売店協会

高齢者に対する補聴器のフィッティングに関する調査研究事業

当初 113
離島等における介護サービス確保に向けた人
材育成や自治体による支援方策に関する調査
研究事業

公益社団法人　全国国民健
康保険診療施設協議会

離島等における介護サービス確保に向けた人材育成や自治体に
よる支援方策に関する調査研究事業

当初 114
在宅介護事業者における派遣労働者の活用実
態に関する調査研究

一般社団法人　『民間事業者
の質を高める』全国介護事業
者協議会

在宅介護事業者における派遣労働者の活用実態と適切な活用・
キャリア形成支援のあり方等に関する調査研究

当初 115
介護人材の確保・資質の向上に向けた市町村
の取組促進に関する調査研究事業

株式会社　エヌ・ティ・ティ・
データ経営研究所

介護人材の確保・資質の向上に向けた市町村の取組促進に関す
る調査研究事業

当初 116
地域ニーズを踏まえた専門職確保に向けた調
査研究事業

株式会社　日本総合研究
所

地域ニーズを踏まえた専門職確保に向けた調査研究事業

当初 117
チームケア実践力向上の推進に関する調査研
究事業

株式会社　エヌ・ティ・ティ・
データ経営研究所

チームケア実践力向上の推進に関する調査研究事業

当初 118
第８期に向けた介護人材の需給推計ワーク
シートの開発に関する調査研究事業

株式会社　日本総合研究所
第8期に向けた介護人材の需給推計ワークシートの開発に関する
調査研究事業

当初 119
介護現場における効果的な職場体験、イン
ターンシップの実施に関する調査研究事業

株式会社　日本総合研究所
介護現場における効果的な職場体験、インターンシップの実施に
関する調査研究事業

当初 120
介護職種に係る技能実習生の受入れの実態に
関する調査研究

みずほ情報総研 株式会社 介護職種に係る技能実習生の受入れの実態に関する調査研究

当初 121
介護分野に係る特定技能等の受入れの実態に
関する調査研究

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサル
ティング株式会社

介護分野に係る特定技能等の受入れの実態に関する調査研究

当初 122
東北地方における介護未経験の高齢者人材等
の確保及び業務分担に係る好事例事業者の取
組の分析等に関する調査研究事業

みずほ情報総研 株式会社
東北地方における介護未経験の高齢者人材等の確保及び業務
分担に係る好事例事業者の取組の分析等に関する調査研究事業

当初 123
病院勤務以外の看護師等に対する認知症対応
力向上研修のあり方に関する調査研究事業

合同会社　ＨＡＭ人・社会研究所
病院勤務以外の看護師等に対する認知症対応力向上研修のあり
方に関する調査研究事業

当初 124
認知症対応力向上研修の研修教材に関する調
査研究事業

地域活性化協同組合　フロン
ティア

認知症対応力向上研修の研修教材に関する調査研究事業

当初 125
認知症介護実践者等養成研修における受講の
仕組みを含むカリキュラムのあり方に関する
調査研究事業

社会福祉法人　浴風会
認知症介護実践者等養成研修における受講の仕組みを含むカリ
キュラムのあり方に関する調査研究事業
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当初 126
介護基礎研修の効果的な実施方法に関する調
査研究事業

社会福祉法人　東北福祉会
認知症介護基礎研修の効果的な実施方法に関する調査研究事
業

当初 127
認知症介護指導者養成研修等のアウトカム評
価に関する調査研究事業

社会福祉法人　東北福祉会
認知症介護指導者養成研修等のアウトカム評価に関する調査研
究事業

当初 128
小規模複合地域拠点において市町村・地域包
括支援センターと連携して地域ケアを支える
介護人材の育成に関する調査研究

特定非営利活動法人　介護
人材キャリア開発機構

小規模複合地域拠点において市町村・地域包括支援センターと連
携して地域ケアを支える介護人材の育成に関する調査研究

当初 129
介護福祉士資格取得後のキャリアアップ等の
在り方に関する調査研究事業

株式会社　日本能率協会総
合研究所

介護福祉士資格取得後のキャリアアップ等の在り方に関する調査
研究事業

当初 130
外国人介護人材の質の向上等に資する学習支
援等調査研究事業

公益社団法人　日本介護福
祉士養成施設協会

外国人介護人材の質の向上等に資する学習支援等調査研究事
業

当初 131
介護職員等による喀痰吸引等の研修テキスト
の見直し等に関する調査研究事業

一般社団法人　全国訪問看
護事業協会

介護職員等による喀痰吸引等の研修テキストの見直し等に関する
調査研究事業

当初 132
介護ロボット等を活用した効率的な人員配置
に関する調査研究事業

株式会社　メディヴァ
介護ロボット等を活用した効率的な人員配置に向けた介護業務の
データ化（見える化）調査研究事業

当初 133
介護分野のリビングラボの実態に関する調査
研究事業

株式会社　浜銀総合研究所 介護分野のリビングラボの実態に関する調査研究

当初 134
介護ロボットの安全利用に関する調査研究事
業

株式会社　三菱総合研究所 介護ロボットの安全利用に関する調査研究事業

当初 135
訪問系サービスにおけるロボット活用の効果
検証事業

国立大学法人　東京大学 訪問系サービスにおけるロボット活用の効果検証事業

当初 136
高齢者介護（高齢者支援）におけるＩＣＴ利
用などによる生産性向上及び人材確保の取組
に関する国際比較調査研究

株式会社　エヌ・ティ・ティ・
データ経営研究所

高齢者介護（高齢者支援）におけるICT国際比較

当初 137
介護分野の生産性向上に向けたICTの更なる
活用に関する調査研究

株式会社　三菱総合研究所
介護分野の生産性向上に向けたICTの更なる活用に関する調査
研究

当初 138
介護老人保健施設等における業務改善に関す
る調査研究事業

公益社団法人　全国老人保
健施設協会

介護老人保健施設等における業務改善に関する調査研究事業

当初 139
介護分野における医療等ＩＤの活用に向けた
効率的なシステムの在り方に向けた調査研究
事業

株式会社　三菱総合研究所
介護分野における医療等ＩＤの活用に向けた効率的なシステムの
在り方に向けた調査研究事業

当初 140
介護サービスにおける科学的介護に資する
データの収集・活用に関する調査研究事業

株式会社　三菱総合研究所
介護サービスにおける科学的介護に資するデータの収集・活用に
関する調査研究事業

当初 141
居宅・施設系サービスにおけるCHASEを介し
た科学的介護に資するデータの収集・活用に
関する調査研究事業

株式会社　三菱総合研究所
居宅・施設系サービスにおけるCHASEを介した科学的介護に資す
るデータの収集・活用に関する調査研究事業

当初 142
介護サービスの質の評価指標の開発に関する
調査研究事業

株式会社　三菱総合研究所 介護サービスの質の評価指標の開発に関する調査研究事業

当初 143 介護サービス内容の標準コードの開発 学校法人　産業医科大学 介護サービス内容の標準コードの開発

当初 144
介護施設等における高齢者の権利擁護に資す
る介護相談員の実態把握・普及啓発に関する
調査研究事業

特定非営利活動法人　地域
共生政策自治体連携機構

介護施設等における高齢者の権利擁護に資する介護相談員の実
態把握・普及啓発に関する調査研究事業

当初 145
高齢者虐待における事例研究等に関する調査
研究事業

公益社団法人　日本社会福
祉士会

高齢者虐待における事例研究等に関する調査研究事業

当初 146
介護施設における効果的な虐待防止研修に関
する調査研究事業

MS&ADインターリスク総研
株式会社

介護施設における効果的な虐待防止研修に関する調査研究事業

当初 147
インフラ長寿命化のための老人福祉施設等の
維持管理・更新費の算定等に関する調査研究

PwCコンサルティング合同会
社

インフラ長寿命化のための老人福祉施設等の維持管理・更新費
の算定等に関する調査研究

当初 148
介護分野の文書の簡素化・標準化に向けた調
査研究事業

株式会社　三菱総合研究所 介護分野の文書の簡素化・標準化に向けた調査研究事業
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当初 149 要介護認定率の評価分析に係る調査研究事業
国立研究開発法人　国立長
寿医療研究センター

要介護認定率の評価分析に係る調査研究事業

当初 150
認知症がある高齢受刑者等の出所後の介護
サービス等の受け入れ実態と福祉的支援の課
題解決に関する調査研究

株式会社　エヌ・ティ・ティ・
データ経営研究所

認知症がある高齢受刑者等の出所後の介護サービス等の受け入
れ実態と福祉的支援の課題解決に関する調査研究

当初 151
介護保険制度の実施状況に係る全体像把握の
ためのツールを活用した分析手法の開発及び
活用促進に関する調査研究事業

一般財団法人　医療経済研
究・社会保険福祉協会

介護保険制度の実施状況に係る全体像把握のためのツールを活
用した分析手法の開発及び活用促進に関する調査研究事業

当初 152 高齢者の生活状況に関する調査研究事業 学校法人　産業医科大学 高齢者の生活状況に関する調査研究事業

当初 153 海外の介護保険制度に関する調査研究事業 学校法人　産業医科大学 海外の介護保険制度に関する調査研究事業

当初 154
保険外サービス活用推進に関する調査研究事
業

株式会社　日本総合研究所 保険外サービス活用推進に関する調査研究事業

当初 155 介護記録法の標準化調査研究事業
株式会社　日本能率協会総
合研究所

介護記録法の標準化調査研究事業

当初 156
介護現場におけるハラスメントへの対応に関
する調査研究事業

株式会社　三菱総合研究所 介護現場におけるハラスメントへの対応に関する調査研究事業

当初 157
介護サービスにおける生産性向上に向けた介
護経営の在り方に関する調査研究事業

一般社団法人　シルバー
サービス振興会

介護サービスにおける生産性向上に向けた介護経営の在り方に
関する調査研究事業

当初 158
根拠に基づく介護（ＥＢＣ：ｴﾋﾞﾃﾞﾝｽ･ﾍﾞｰｽ
ﾄﾞ･ｹｱ）の記録及び情報共有の在り方と、現
場OJTでの活用に関する調査研究事業

一般社団法人　シルバー
サービス振興会

根拠に基づく介護（ＥＢＣ：ｴﾋﾞﾃﾞﾝｽ･ﾍﾞｰｽﾄﾞ･ｹｱ）の記録及び情報
共有の在り方と、現場OJTでの活用に関する調査研究事業

当初 159
情報公表システムを活用した介護現場におけ
る文書負担軽減に関する調査研究事業

株式会社　三菱総合研究所
情報公表システムを活用した介護現場における文書負担軽減に
関する調査研究事業

当初 160
社会的リスクを抱える高齢者の支援体制に関
する研究事業

株式会社　エヌ・ティ・ティ・
データ経営研究所

社会的リスクを抱える高齢者の支援体制に関する研究事業

当初 161
介護サービス事業所の職場環境等に関する調
査研究事業

株式会社　三菱総合研究所 介護サービス事業所の職場環境等に関する調査研究事業

当初 162
災害にも強い地域包括ケアシステム構築のた
めの潜在看護職の活用にかかる調査研究事業

学校法人　日本福祉大学
災害にも強い地域包括ケアシステム構築のための潜在看護職の
活用にかかる調査研究事業

当初 163
その他上記に関連すると認められる調査研究
事業

公益社団法人　全国国民健
康保険診療施設協議会

離島・中山間地域における「地域医療構想」の実現と、それと連動
する「地域包括ケア」の継続・深化による「まちづくり」に向けた調
査研究事業

当初 163
その他上記に関連すると認められる調査研究
事業

株式会社　日本総合研究所
高齢期の意思決定を支援するための情報技術を活用した接点構
築に関する調査研究事業

当初 163
その他上記に関連すると認められる調査研究
事業

認定特定非営利活動法人
災害福祉広域支援ネットワー
ク・サンダーバード

災害時における福祉的支援活動チーム（DWAT）の有効性に関す
る調査研究事業

※当初テーマ№1、10、13、15、32、55、84、93については採択事業なし。


