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当初 1
地域包括ケアシステムの構築状況の見える化
に向けた調査研究事業

株式会社　日本総合研究所
地域包括ケアシステムの構築状況の見える化に向けた調査研究
事業

当初 3
自治体におけるPDCAサイクルの推進に関する
調査研究事業

株式会社　三菱総合研究所 自治体におけるPDCAサイクルの推進に関する調査研究事業

当初 4
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研修プログラムの開
発等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
用した研修プログラムの開発等に関する調査研究事業

当初 5
保険者機能強化推進交付金等における自己評
価方法の平準化に向けたマニュアル策定に関
する調査研究

株式会社　日本能率協会総
合研究所

保険者機能強化推進交付金等における自己評価方法の平準化
に向けたマニュアル策定に関する調査研究

当初 6 地域づくりに関する調査研究事業
株式会社　サーベイリサーチ
センター

地域づくりに関する調査研究事業

当初 7
介護保険事業（支援）計画におけるリハビリ
テーション指標の活用についての調査普及事
業

株式会社　三菱総合研究所
介護保険事業（支援）計画におけるリハビリテーション指標の活用
についての調査普及事業

当初 8
ICTを活用した都市型の生活支援ネットワー
ク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

ＩＣＴを活用した都市型の生活支援ネットワークに関する調査研究
事業

当初 10
地域共生社会の実現を見据えた地域包括ケア
の全国普及に関する事業

神奈川県　鎌倉市 第３回地域共生社会推進全国サミットinかまくら

当初 11
地域共生社会に向けた地域コミュニティづく
りの拠点に関する調査研究事業

一般財団法人　日本総合研
究所

地域共生社会に向けた地域コミュニティづくりの拠点に関する調
査研究事業

当初 12
中山間地域における地域共生社会を見据えた
地域包括ケアシステムの深化に関する調査研
究事業

株式会社　エヌ・ティ・ティ・
データ経営研究所

中山間地域における地域共生社会を見据えた地域包括ケアシス
テムの深化に関する調査研究事業

当初 13
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

株式会社　エヌ・ティ・ティ・
データ経営研究所

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 14
小規模自治体における地域包括支援センター
の効率的な取組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

小規模自治体における地域包括支援センターの効率的な取組に
関する調査研究事業

当初 15
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 16
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、普及推進に向けた調査研究
事業

当初 17
居宅介護支援及び介護予防支援における令和
３年度介護報酬改定の影響に関する調査研究
事業

株式会社　三菱総合研究所
居宅介護支援及び介護予防支援における令和３年度介護報酬改
定の影響に関する調査研究事業

当初 18
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

当初 19
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調査研究事業

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調
査研究事業

当初 20
介護保険施設・事業所における高齢者虐待防
止に資する体制整備の状況等に関する調査研
究事業

社会福祉法人　東北福祉会
介護保険施設・事業所における高齢者虐待防止に資する体制整
備の状況等に関する調査研究事業

当初 21
介護施設等の防災・減災対策の在り方に関す
る調査研究事業

一般財団法人　日本総合研
究所

介護施設等の防災・減災対策の在り方に関する調査研究事業

当初 22
介護事業経営実態（概況）調査の調査精度向
上のための調査・集計方法等に関する調査研
究事業

エム・アール・アイリサーチア
ソシエイツ　株式会社

介護事業経営実態（概況）調査の調査精度向上のための調査・集
計方法等に関する調査研究事業

当初 24
感染症対策や業務継続に向けた事業者の取組
等に係る調査研究事業

株式会社　エヌ・ティ・ティ・
データ経営研究所

感染症対策や業務継続に向けた事業者の取組等に係る調査研
究事業

当初 25
都市部、離島・中山間地域におけるサービス
の在り方に係る調査研究事業

株式会社　浜銀総合研究所
都市部、離島・中山間地域におけるサービスの在り方に係る調査
研究事業

当初 27
要介護認定事務の円滑な実施に係る調査研究
事業

株式会社　エヌ・ティ・ティ・
データ経営研究所

要介護認定事務の円滑な実施に係る調査研究事業

当初 27
要介護認定事務の円滑な実施に係る調査研究
事業

ＰｗＣコンサルティング合同会
社

要介護認定事務の円滑な実施に関する調査研究事業
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当初 28
介護職員等による喀痰吸引等の円滑な実施に
関する調査研究事業

株式会社　日本能率協会総
合研究所

介護職員等による喀痰吸引等の円滑な実施に関する調査研究事
業

当初 29
認知症の方の服薬管理における薬剤師の関わ
り方、多職種連携等に関する調査研究事業

株式会社　野村総合研究所
認知症の方の服薬管理における薬剤師の関わり方、多職種連携
等に関する調査研究事業

当初 30
地域における訪問看護・リハビリテーション
の実態調査研究事業

公益社団法人　全日本病院
協会

地域における訪問看護・リハビリテーションの実態調査研究事業

当初 31
訪問看護・訪問リハビリテーション提供体制
強化のための調査研究事業

公益社団法人　日本看護協
会

訪問看護・訪問リハビリテーション提供体制強化のための調査研
究事業

当初 32
訪問看護の評価指標の標準化に関する調査研
究事業

公益財団法人　日本訪問看
護財団

訪問看護の評価指標の標準化に関する調査研究事業

当初 33
生活期リハビリテーションにおける適切なア
ウトカムの評価の在り方に関する調査研究事
業

みずほ情報総研　株式会社
生活期リハビリテーションにおける適切なアウトカムの評価の在り
方に関する調査研究事業

当初 34
介護保険の福祉用具における効果的なサービ
ス提供に関する調査研究事業

株式会社　三菱総合研究所
介護保険の福祉用具における効果的なサービス提供に関する調
査研究事業

当初 35
福祉用具貸与におけるモニタリング等の実態
に関する調査研究事業

一般社団法人　全国福祉用
具専門相談員協会

福祉用具貸与におけるモニタリング等の実態に関する調査研究
事業

当初 36
介護保険における福祉用具の利用安全を推進
するための調査研究事業

一般社団法人　日本福祉用
具供給協会

介護保険における福祉用具の利用安全を推進するための調査研
究事業

当初 37
サービスの質の向上に向けた福祉用具貸与計
画書における項目の標準化に関する調査研究
事業

一般社団法人　全国福祉用
具専門相談員協会

サービスの質の向上に向けた福祉用具貸与計画書における項目
の標準化に関する調査研究事業

当初 41
通所系サービス・短期入所系サービスの新型
コロナウイルス感染症の影響に関する調査研
究事業

株式会社　エヌ・ティ・ティ・
データ経営研究所

通所系サービス・短期入所系サービスの新型コロナウイルス感染
症の影響に関する調査研究事業

当初 42
通所系サービスにおける入浴介助のあり方に
関する調査研究事業 みずほ情報総研　株式会社

通所系サービスにおける入浴介助のあり方に関する調査研究事
業

当初 43
 離島等における介護サービス需要と今後の
安定的な介護サービス提供のあり方に関する
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需要と今後の安定的な介護サービ
ス提供のあり方に関する調査研究事業

当初 44
訪問介護に係る新型コロナウイルスの感染拡
大下における事業継続のための取組事例等に
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

訪問介護に係る新型コロナウイルス感染症の感染拡大下におけ
る事業継続のための取組事例等に関する調査研究

当初 45 訪問入浴介護の実態に関する調査研究事業 株式会社　デベロ 訪問入浴介護の実態に関する調査研究事業

当初 46
定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び（看
護）小規模多機能型居宅介護の普及等に関す
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

定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び（看護）小規模多機能型
居宅介護の普及等に関する調査研究事業

当初 47
小規模多機能型居宅介護事業者の経営等に関
する調査研究事業

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事業者の経営等に関する調査研究事
業

当初 48
認知症高齢者グループホームの令和３年度介
護報酬改定の施行後の状況に関する調査研究
事業

公益社団法人　日本認知症
グループホーム協会

認知症高齢者グループホームの令和３年度介護報酬改定の施行
後の状況に関する調査研究事業

当初 49
居宅系サービス利用者等の口腔の健康状態の
維持向上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

居宅系サービス利用者等の口腔の健康状態の維持向上等に関
する調査研究事業

当初 50
介護保険施設等における栄養ケア・マネジメ
ントの実態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

介護保険施設等における栄養ケア・マネジメントの実態に関する
調査研究事業

当初 52
介護保険施設における医療専門職の関与のあ
り方の検討に関する調査研究

みずほ情報総研　株式会社
介護保険施設における医療専門職の関与のあり方の検討に関す
る調査研究

当初 53
介護老人保健施設とかかりつけ医の連携等に
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

介護老人保健施設とかかりつけ医の連携等に関する調査研究事
業

当初 54
施設系サービス利用者等の口腔衛生等の管理
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

施設系サービス利用者等の口腔衛生等の管理に関する調査研究
事業

当初 55
介護現場での自立支援促進に資するマニュア
ル作成事業

ＰｗＣコンサルティング合同会社 介護現場での自立支援促進に資するマニュアル作成事業
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当初 58
特別養護老人ホームにおける医療ニーズに関
する調査研究事業

株式会社　日本総合研究所 特別養護老人ホームにおける医療ニーズに関する調査研究事業

当初 59
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実態調査
研究

当初 60
介護付きホームにおける医療行為の看護職員
による円滑的な実施に向けた調査研究業務

ＰｗＣコンサルティング合同会
社

介護付きホームにおける看護職員による円滑的な業務の実施に
向けた調査研究

当初 61
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

学校法人　日本福祉大学 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 62
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 63
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 64
居住系サービス等における医療ニーズの調査
研究事業

公益社団法人　全日本病院
協会

居住系サービス等における医療ニーズの調査研究事業

当初 65
地域包括ケアシステムの構築を起点にした多
様な産業との連携がもたらす地域づくりの展
開に向けた調査研究事業

一般財団法人　長寿社会開
発センター

地域包括ケアシステムの構築を起点にした多様な産業との連携
がもたらす地域づくりの展開に向けた調査研究

当初 66
介護予防・日常生活支援総合事業等の推進に
向けた効果的な研修プログラムの開発に関す
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等の推進に向けた効果的な研
修プログラムの開発に関する調査研究事業

当初 67
介護予防・日常生活支援総合事業に基づく移
動支援サービスの効果的な運営に関する調査
研究事業

一般財団法人　医療経済研
究・社会保険福祉協会

介護予防・日常生活支援総合事業に基づく移動支援サービスの
効果的な運営に関する調査研究事業

当初 68
介護予防・日常生活支援総合事業等の効果的
な実施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等の効果的な実施に関する調
査研究事業

当初 69
介護予防・日常生活支援総合事業等の実施プ
ロセス関する調査研究事業

株式会社　日本能率協会総
合研究所

介護予防・日常生活支援総合事業等の実施プロセス関する調査
研究事業

当初 70
新型コロナウイルス影響下における生活支援
体制整備事業の推進に向けた人材育成に関す
る調査研究事業

一般社団法人　全国食支援
活動協力会

新型コロナウイルス影響下における 生活支援体制整備事業の推
進に向け た人材育成に関する調査研究事業

当初 71
新型コロナウイルス影響下における住民主体
の活動のあり方に関する調査研究事業

特定非営利活動法人　全国
コミュニティライフサポートセ
ンター

新型コロナウィルス影響下における住民主体の活動のあり方に関
する調査研究

当初 73
新型コロナウイルス感染症影響下における通
いの場をはじめとする介護予防の取組に関す
る調査研究事業

株式会社　日本能率協会総
合研究所

新型コロナウイルス感染症影響下における通いの場をはじめとす
る介護予防の取組に関する調査研究事業

当初 74
データを活用したPDCAサイクルに沿った介護
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

データを活用したPDCAサイクルに沿った介護予防の取組に関す
る調査研究事業

当初 75
地域リハビリテーション体制推進のため実態
調査事業

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推進に向けた実態調査事業

当初 76
インターネットやスマートフォン等のICTを
活用した修正自立に係る調査研究事業

株式会社　野村総合研究所
インターネットやスマートフォン等のICTを活用した修正自立に係る
調査研究事業

当初 77
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 78
中山間地域における高齢者の社会参加活動の
支援に関する調査研究事業

特定非営利活動法人　全国
コミュニティライフサポートセ
ンター

東北地方の中山間地域における高齢者の日常的な交流・社会参
加活動の支援と就労的活動支援コーディネーターの活用促進に
関する調査研究

当初 79
コロナ後を見据えた在宅における高齢者自身
によるフレイル予防促進に関する調査研究事
業

株式会社　野村総合研究所
コロナ後を見据えた在宅における高齢者自身によるフレイル予防
促進に関する調査研究事業

当初 80
通いの場づくり等に係る市町村支援に係る調
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係る調査研究事業

当初 81
地域公共交通の活性化とも連携した住民互助
による移動支援サービスの普及方策に関する
調査研究事業

株式会社　富士通総研
地域公共交通の活性化とも連携した住民互助による移動支援
サービスの普及方策に関する調査研究事業

当初 82

中山間地域等における地域づくりと介護予防
の取組におけるフェーズごとの課題抽出及び
その解決のための実践手法の開発に関する調
査研究事業

特定非営利活動法人
Ubdobe

中山間地域等における地域づくりと介護予防の取組における
フェーズごとの課題抽出及びその解決のための実践手法の開発
に関する調査研究事業
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当初 83
北海道の地域住民に関する医療・介護情報の
共有システム構築に係る調査研究事業

一般社団法人　北海道総合
研究調査会

北海道の地域住民に関する医療・介護情報の共有システム構築
に係る調査研究事業

当初 84
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

国立大学法人　神戸大学
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 85
在宅医療・介護連携推進事業の推進に係る市
町村と医療関係団体との連携に関する調査研
究

株式会社　エヌ・ティ・ティ・
データ経営研究所

在宅医療・介護連携推進事業の推進に係る市町村と医療関係団
体との連携に関する調査研究

当初 86
認知症の人の希望を叶えるヘルプカード等の
あり方に関する調査研究

社会福祉法人　浴風会
認知症の人の希望を叶えるヘルプカード等のあり方に関する調査
研究

当初 87
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・定着に向け
た調査研究事業

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・定着に向けた調査研究事業

当初 88
認知症の人のおもいを反映した地域づくりの
手法に関する調査研究事業

みずほ情報総研　株式会社
認知症の人のおもいを反映した地域づくりの手法に関する調査研
究事業

当初 89
介護施設入所中および一般病院入院中の認知
症者に対する新型コロナ感染症の与える影響
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

介護施設入所中および一般病院入院中の認知症者に対する新型
コロナ感染症の与える影響に関する調査研究事業

当初 90
認知症予防に資する取組の実践に向けたガイ
ドラインの作成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

認知症予防に資する取組の実践に向けたガイドラインの作成に関
する調査研究事業

当初 91

認知症の予防段階での歯科的介入によるエビ
デンスの集積とその介入時期・方法の検証及
び口腔機能向上プログラムの実践効果の検証
に関する調査研究事業

一般社団法人　愛知県歯科
医師会

認知症の予防段階での歯科的介入によるエビデンスの集積とそ
の介入時期・方法の検証及び口腔機能向上プログラムの実践効
果の検証に関する調査研究事業

当初 92
BPSDの軽減を目的とした認知症ケアモデルの
普及促進に関する調査研究

社会福祉法人　浴風会
BPSDの軽減を目的とした認知症ケアモデルの普及促進に関する
調査研究

当初 93
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

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 94
認知症の人と家族の支援ニーズを踏まえた介
護家族支援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支援ニーズを踏まえた介護家族支援に関す
る調査研究事業

当初 95
介護施設等における認知症者の感染防止・安
全管理策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

介護施設等における認知症者の感染防止・安全管理策に関する
調査研究事業

当初 96
地域における認知症サポート医のあり方に関
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

地域における認知症サポート医のあり方に関する調査研究事業

当初 97
地域における認知症者にかかる困難事例の類
型化とその対応のあり方に関する調査研究事
業

国立大学法人　大阪大学
認知症初期集中支援チームが直面している地域における認知症
者にかかる困難事例の類型化とその対応のあり方に関する調査
研究事業

当初 98
精神科病院の外来診療・相談事業の効果的な
活用による地域における認知症対応力の向上
に向けた調査研究事業

公益社団法人　日本精神科病
院協会

精神科病院の外来診療・相談事業の効果的な活用による地域に
おける認知症対応力の向上に向けた調査研究事業

当初 99
認知症疾患医療センター運営事業の事業評価
のあり方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運営事業の事業評価のあり方に関する
調査研究事業

当初 100
認知症初期集中支援チームのあり方と効果的
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のあり方と効果的な活動に関する調
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に関する
調査研究事業

当初 102
若年性認知症支援コーディネーターの地域連
携体制構築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地域連携体制構築等に関
する調査研究事業

当初 103
地域における実践的な「認知症バリアフ
リー」の取組の推進に関する調査研究

一般社団法人　日本認知症
本人ワーキンググループ

地域における実践的な「認知症バリアフリー」の取組の推進に関
する調査研究

当初 104
認知症の人の地域における参加・交流の促進
に関する調査研究

一般社団法人　人とまちづく
り研究所

認知症の人の地域における参加・交流の促進に関する調査研究

当初 105
若年性認知症疾者の就労支援のための調査研
究事業

みずほ情報総研　株式会社 若年性認知症疾者の就労支援のための調査研究事業
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当初 106
「地方版認知症官民協議会」の普及・設置に
向けたモデル事業に関する調査研究事業

株式会社　日本総合研究所
「地方版認知症官民協議会」の普及・設置に向けたモデル事業に
関する調査研究事業

当初 107
認知症に関する企業等の「認知症バリアフ
リー宣言（仮称）」及び認証制度の実施およ
び普及に向けた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
認証制度の実施および普及に向けたあり方に関する調査研究事
業

当初 108
認知症に関する国際交流プラットフォームの
構築及び展開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の構築及び展開に関す
る調査研究事業

当初 109
介護経営の大規模化・協働化に関する調査研
究事業

株式会社　ＭＳ＆ＡＤインター
リスク総研

介護経営の大規模化・協働化に関する調査研究事業

当初 110
市町村における地域包括ケアシステムを支え
る介護人材の確保及び育成に関する調査研究
事業

特定非営利活動法人　介護
人材キャリア開発機構

市町村における地域包括ケアシステムを支える介護人材の確保
及び育成に関する調査研究事業

当初 111 生活援助従事者研修に関する調査研究事業
エム・アール・アイリサーチア
ソシエイツ　株式会社

生活援助従事者研修に関する調査研究事業

当初 111 生活援助従事者研修に関する調査研究事業 株式会社　工業市場研究所 生活援助従事者研修に関する調査研究事業

当初 112
地域ニーズを踏まえた専門職確保の取組事例
等に関する調査研究事業

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取組事例等に関する
調査研究事業

当初 114
介護現場における多様な働き方に関する調査
研究事業

株式会社　エヌ・ティ・ティ・
データ経営研究所

介護現場における多様な働き方に関する調査研究事業

当初 115
介護人材の需給推計ワークシートの改良及び
需給状況の分析手法に関する調査研究事業

株式会社　日本総合研究所
介護人材の需給推計ワークシートの改良及び需給状況の分析手
法に関する調査研究事業

当初 116
介護分野における特定技能制度の推進方策等
に関する調査研究

公益社団法人　国際厚生事
業団

介護分野における特定技能制度の推進方策に関する調査研究

当初 117
介護分野における技能実習制度の実態等に関
する調査研究

みずほ情報総研　株式会社 介護分野における技能実習制度の実態等に関する調査研究

当初 118
企業との連携による福祉現場の活性化に関す
る調査研究

株式会社　エヌ・ティ・ティ・
データ経営研究所

企業との連携による福祉現場の活性化に関する調査研究

当初 119
外国人介護人材の認知症介護基礎研修の学習
支援に関する調査研究

社会福祉法人　東北福祉会
外国人介護人材の認知症介護基礎研修の学習支援に関する調
査研究

当初 120
認知症介護実践者等養成事業のオンライン化
の実装促進及び評価の効果的展開に関する研
究

社会福祉法人　浴風会
認知症介護実践者等養成事業のオンライン化の実装促進及び評
価の効果的展開に関する研究

当初 122

かかりつけ医認知症対応力向上研修等の医療
従事者向け認知症対応力向上研修のアウトカ
ム評価及び研修の実施方法に関する調査研究
事業

合同会社　ＨＡＭ人・社会研
究所

かかりつけ医認知症対応力向上研修等の医療従事者向け認知
症対応力向上研修のアウトカム評価及び研修の実施方法に関す
る調査研究事業

当初 123
介護福祉士資格取得後のキャリアアップと研
修活用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と研修活用の在り方に関
する調査研究事業

当初 124
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 125
テクノロジーを活用した効率的な人員配置体
制に関する調査研究事業

株式会社　三菱総合研究所
テクノロジーを活用した効率的な人員配置体制に関する調査研究
事業

当初 126
介護分野の文書の簡素化・標準化・ICT化に
関する調査研究事業

エム・アール・アイリサーチア
ソシエイツ　株式会社

介護分野の文書の簡素化・標準化・ICT化に関する調査研究事業

当初 127
介護現場における生産性向上の取組の効果的
な推進方策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

介護現場における生産性向上の取組の効果的な推進方策に関す
る調査研究事業

当初 128
介護分野の生産性向上に向けたICTの更なる
導入促進に関する調査研究事業

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の更なる導入促進に関する
調査研究事業

当初 129
科学的介護情報システム（LIFE）への入力情
報の適正化に資する調査研究事業

株式会社　三菱総合研究所
科学的介護情報システム（LIFE）への入力情報の適正化に資する
調査研究事業
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当初 130
科学的介護情報システム（LIFE）の導入支援
に係る調査研究事業

株式会社　三菱総合研究所 科学的介護情報システム（LIFE）の導入支援に係る調査研究事業

当初 131
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

ＰｗＣコンサルティング合同会
社

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 133
科学的介護情報システム（LIFE）の収集項目
等に係る調査研究事業

アクセンチュア　株式会社
科学的介護情報システム（LIFE）の収集項目等に係る調査研究事
業

当初 134
高齢者虐待における死亡・重篤事案等にかか
る個別事例検証による虐待の再発防止策への
反映についての調査研究事業

社会福祉法人　東北福祉会
高齢者虐待における死亡・重篤事案等にかかる個別事例検証に
よる虐待の再発防止策への反映についての調査研究事業

当初 135
介護施設等におけるCLT等の木材活用の促進
に関する調査研究事業

一般財団法人　日本総合研
究所

介護施設等におけるCLT等の木材活用の促進に関する調査研究
事業

当初 137
介護現場における適切なシーティングの実施
に係る事例及び研修に関する調査研究事業

株式会社　日本総合研究所
介護現場における適切なシーティングの実施に係る事例及び研
修に関する調査研究事業

当初 138
介護サービス情報の公表制度における調査事
務の適切な実施のあ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

介護サービス情報の公表制度における調査事務の適切な実施の
あり方に関する調査研究事業

当初 139
介護サービス情報の公表制度の効率的・効果
的な活用方策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

介護サービス情報の公表制度の効率的・効果的な活用方策に関
する調査研究事業

当初 140
介護現場におけるハラスメント対策マニュア
ル・研修手引き等の普及啓発に関する調査研
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対策マニュアル・研修手引き等の普
及啓発に関する調査研究事業

当初 141
保険外サービス活用推進等に関する調査研究
事業

株式会社　日本総合研究所 保険外サービス活用推進等に関する調査研究事業

当初 142
潜在看護職等、地域の潜在専門職の力で多様
な災害から地域の高齢者等を支援する新たな
地域包括ケアに関する調査・研究事業

学校法人　日本福祉大学
潜在看護職等、地域の潜在専門職の力で多様な災害から地域の
高齢者等を支援する新たな地域包括ケアに関する調査・研究事
業


