
令和３年度　老人保健健康増進等事業　採択事業一覧（当初＋追加＋第３次協議分）

募集
時期

テーマ
番号 テーマ名 団体名 事　　業　　名 報告書、成果物の掲載URL

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 報告書 https://www.jri.co.jp/column/opinion/detail/13329/

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 報告書 https://www.mri.co.jp/knowledge/pjt_related/roujinhoken/

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

報告書 https://www.ihep.jp/publications/elderly-search/

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

報告書 https://www.jmar.co.jp/job/public/llg.html

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 報告書 https://www.surece.co.jp/news/4122/

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

報告書 https://www.mri.co.jp/knowledge/pjt_related/roujinhoken/

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 報告書 https://www.nttdata-strategy.com/roken/index.html

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 報告書 https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/chikyo/kirokusyuu.html

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

報告書
https://www.jri.or.jp/%e4%b8%bb%e3%81%aa%e7%a0%94%e7%a9%b6%
e6%b4%bb%e5%8b%95/

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

報告書 https://www.nttdata-strategy.com/roken/index.html

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 報告書 https://www.nttdata-strategy.com/roken/index.html

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

報告書
https://www.kokushinkyo.or.jp/index/principalresearch/tabid/57/
Default.aspx?itemid=793&dispmid=1547

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

報告書 https://www.jri.co.jp/column/opinion/detail/13307/

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 報告書 https://www.jri.co.jp/column/opinion/detail/13330/

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

報告書 https://www.mri.co.jp/knowledge/pjt_related/roujinhoken/

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

報告書 https://www.i-ise.com/jp/report/2021/rep_it_202203g.html

https://www.jri.co.jp/column/opinion/detail/13329/
https://www.mri.co.jp/knowledge/pjt_related/roujinhoken/
https://www.ihep.jp/publications/elderly-search/
https://www.jmar.co.jp/job/public/llg.html
https://www.surece.co.jp/news/4122/
https://www.mri.co.jp/knowledge/pjt_related/roujinhoken/
https://www.nttdata-strategy.com/roken/index.html
https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/chikyo/kirokusyuu.html
https://www.jri.or.jp/%e4%b8%bb%e3%81%aa%e7%a0%94%e7%a9%b6%e6%b4%bb%e5%8b%95/
https://www.jri.or.jp/%e4%b8%bb%e3%81%aa%e7%a0%94%e7%a9%b6%e6%b4%bb%e5%8b%95/
https://www.nttdata-strategy.com/roken/index.html
https://www.nttdata-strategy.com/roken/index.html
https://www.kokushinkyo.or.jp/index/principalresearch/tabid/57/Default.aspx?itemid=793&dispmid=1547
https://www.kokushinkyo.or.jp/index/principalresearch/tabid/57/Default.aspx?itemid=793&dispmid=1547
https://www.jri.co.jp/column/opinion/detail/13307/
https://www.jri.co.jp/column/opinion/detail/13330/
https://www.mri.co.jp/knowledge/pjt_related/roujinhoken/
https://www.i-ise.com/jp/report/2021/rep_it_202203g.html
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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

報告書 https://www.nttdata-strategy.com/roken/index.html

報告書
https://www.dcnet.gr.jp/pdf/download/support/research/center3
/409/s_2022_taiseisetubi_gaiyo.pdf

報告書別冊
https://www.dcnet.gr.jp/pdf/download/support/research/center3
/410/s_2022_bessatu_sassi.pdf

事業概略書
https://www.dcnet.gr.jp/pdf/cms/contents/data/40/185/s_2022_
gyakutai_taiseiseibi.pdf

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 報告書
https://www.jri.or.jp/%e4%b8%bb%e3%81%aa%e7%a0%94%e7%a9%b6%
e6%b4%bb%e5%8b%95/

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

報告書 https://www.mri-ra.co.jp/publicity.html

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 報告書 https://www.nttdata-strategy.com/roken/index.html

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

報告書 https://www.yokohama-ri.co.jp/html/investigation/jutaku.html

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 報告書 https://www.nttdata-strategy.com/roken/index.html

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 報告書
https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/track-record/health-
promotion-business2022.html

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 報告書 https://www.jmar.co.jp/job/public/llg.html

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

報告書
https://www.nri.com/jp/knowledge/report/lst/2022/mcs/social_s
ecurity/0331_1

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 報告書 https://www.ajha.or.jp/voice/reports.html

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 報告書 https://www.nurse.or.jp/home/publication/index.html

報告書
https://www.jvnf.or.jp/katsudo/kenkyu/2021/kourousyouhoukoku
syo.pdf

療養通所介
護および児童
発達支援等
の開設・運営
ガイド

https://www.jvnf.or.jp/katsudo/kenkyu/2021/ryouyoutuusyogaido
.pdf

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 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

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

https://www.nttdata-strategy.com/roken/index.html
https://www.dcnet.gr.jp/pdf/download/support/research/center3/409/s_2022_taiseisetubi_gaiyo.pdf
https://www.dcnet.gr.jp/pdf/download/support/research/center3/409/s_2022_taiseisetubi_gaiyo.pdf
https://www.jri.or.jp/%e4%b8%bb%e3%81%aa%e7%a0%94%e7%a9%b6%e6%b4%bb%e5%8b%95/
https://www.jri.or.jp/%e4%b8%bb%e3%81%aa%e7%a0%94%e7%a9%b6%e6%b4%bb%e5%8b%95/
https://www.mri-ra.co.jp/publicity.html
https://www.nttdata-strategy.com/roken/index.html
https://www.yokohama-ri.co.jp/html/investigation/jutaku.html
https://www.nttdata-strategy.com/roken/index.html
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https://www.nri.com/jp/knowledge/report/lst/2022/mcs/social_security/0331_1
https://www.ajha.or.jp/voice/reports.html
https://www.nurse.or.jp/home/publication/index.html
https://www.jvnf.or.jp/katsudo/kenkyu/2021/kourousyouhoukokusyo.pdf
https://www.jvnf.or.jp/katsudo/kenkyu/2021/kourousyouhoukokusyo.pdf
https://www.jvnf.or.jp/katsudo/kenkyu/2021/ryouyoutuusyogaido.pdf
https://www.jvnf.or.jp/katsudo/kenkyu/2021/ryouyoutuusyogaido.pdf
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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

みずほリサーチ＆テクノロ
ジーズ株式会社

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

報告書
https://www.mizuho-
rt.co.jp/case/research/r03mhlw_kaigo2021.html

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

報告書 https://www.mri.co.jp/knowledge/pjt_related/roujinhoken/

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 報告書 http://www.zfssk.com/sp/1302_chosa/index.html

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 報告書 https://www.fukushiyogu.or.jp/guide/index.html

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

報告書 http://www.zfssk.com/sp/1302_chosa/index.html

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

報告書 https://www.nttdata-strategy.com/roken/index.html

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

みずほリサーチ＆テクノロ
ジーズ株式会社

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 報告書
https://www.mizuho-
rt.co.jp/case/research/r03mhlw_kaigo2021.html

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

報告書
https://www.kokushinkyo.or.jp/index/principalresearch/tabid/57/
Default.aspx?itemid=792&dispmid=1547

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

報告書 https://www.minkaikyo.info/profile/outline.html

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 報告書 http://www.develo-group.co.jp/news/5937.html

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

報告書 https://www.nttdata-strategy.com/roken/index.html

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 報告書 https://www.shoukibo.net/roken_jigyo/index.html

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

報告書 http://ghkyo.or.jp/user-rights/research-project-report

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

報告書
https://www.tmghig.jp/research/info/cms_upload/%E2%84%961%E
5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8_1.pdf

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

報告書 https://j-ncm.com/ourresearch/page-4830/

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

みずほリサーチ＆テクノロ
ジーズ株式会社

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

報告書
https://www.mizuho-
rt.co.jp/case/research/r03mhlw_kaigo2021.html

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 報告書
https://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/04/53-
1.pdf

https://www.mizuho-rt.co.jp/case/research/r03mhlw_kaigo2021.html
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http://www.zfssk.com/sp/1302_chosa/index.html
https://www.fukushiyogu.or.jp/guide/index.html
http://www.zfssk.com/sp/1302_chosa/index.html
https://www.nttdata-strategy.com/roken/index.html
https://www.mizuho-rt.co.jp/case/research/r03mhlw_kaigo2021.html
https://www.mizuho-rt.co.jp/case/research/r03mhlw_kaigo2021.html
https://www.kokushinkyo.or.jp/index/principalresearch/tabid/57/Default.aspx?itemid=792&dispmid=1547
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http://www.develo-group.co.jp/news/5937.html
https://www.nttdata-strategy.com/roken/index.html
https://www.shoukibo.net/roken_jigyo/index.html
http://ghkyo.or.jp/user-rights/research-project-report
https://www.tmghig.jp/research/info/cms_upload/%E2%84%961%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8_1.pdf
https://www.tmghig.jp/research/info/cms_upload/%E2%84%961%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8_1.pdf
https://j-ncm.com/ourresearch/page-4830/
https://www.mizuho-rt.co.jp/case/research/r03mhlw_kaigo2021.html
https://www.mizuho-rt.co.jp/case/research/r03mhlw_kaigo2021.html
https://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/04/53-1.pdf
https://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/04/53-1.pdf
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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 報告書
https://www.gerodontology.jp/about/file/plan/2021_enhancement
_business_report.pdf

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 報告書
https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/track-record/health-
promotion-business2022.html

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 報告書 https://www.jri.co.jp/column/opinion/detail/13308/

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 報告書
https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/track-record/health-
promotion-business2022.html

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

報告書
https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/track-record/health-
promotion-business2022.html

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 報告書
https://nfu.repo.nii.ac.jp/index.php?action=pages_view_main&activ
e_action=repository_view_main_item_snippet&index_id=324&pn=1&c
ount=20&order=17&lang=japanese&page_id=28&block_id=82

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 報告書 https://www.yurokyo.or.jp/news_detail.php?c=&sc=&id=3832

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

報告書 https://www.jri.co.jp/column/opinion/detail/13309/

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 報告書 https://www.ajha.or.jp/voice/reports.html

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

報告書 https://nenrin.or.jp/center/achieve.html

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

報告書 https://www.nttdata-strategy.com/roken/index.html

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

報告書 https://www.ihep.jp/publications/elderly-search/

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

報告書 https://www.ihep.jp/publications/elderly-search/

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

報告書 https://www.jmar.co.jp/job/public/llg.html

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

報告書 https://www.mow.jp/archive/index.html

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

報告書 https://www.clc-japan.com/research/2021_01.html

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

報告書 https://www.jmar.co.jp/job/public/llg.html
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https://nfu.repo.nii.ac.jp/index.php?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_snippet&index_id=324&pn=1&count=20&order=17&lang=japanese&page_id=28&block_id=82
https://nfu.repo.nii.ac.jp/index.php?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_snippet&index_id=324&pn=1&count=20&order=17&lang=japanese&page_id=28&block_id=82
https://nfu.repo.nii.ac.jp/index.php?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_snippet&index_id=324&pn=1&count=20&order=17&lang=japanese&page_id=28&block_id=82
https://www.yurokyo.or.jp/news_detail.php?c=&sc=&id=3832
https://www.jri.co.jp/column/opinion/detail/13309/
https://www.ajha.or.jp/voice/reports.html
https://nenrin.or.jp/center/achieve.html
https://www.nttdata-strategy.com/roken/index.html
https://www.nttdata-strategy.com/roken/index.html
https://www.jmar.co.jp/job/public/llg.html
https://www.mow.jp/archive/index.html
https://www.clc-japan.com/research/2021_01.html
https://www.jmar.co.jp/job/public/llg.html
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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

報告書 https://www.jages.net/about_jages/report/

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 報告書 https://www.rehakyoh.jp/rouken2021.html

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

報告書
https://www.nri.com/jp/knowledge/report/lst/2022/mcs/social_s
ecurity/0331_2

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

報告書 https://htri.co.jp/news/2022/04/3619

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

報告書 https://www.clc-japan.com/research/2021_02.html

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

報告書
https://www.nri.com/jp/knowledge/report/lst/2022/mcs/social_s
ecurity/0331_3

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 報告書 https://www.nttdata-strategy.com/roken/index.html

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

報告書
https://www.fujitsu.com/jp/group/fri/report/elderly-
health/2021regionalpolicy1a.html

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

報告書 https://ubdobe.jp/news/1593/

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

報告書 http://www.hit-north.or.jp/

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

報告書 https://www.med.kobe-u.ac.jp/dcme/roken/

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

報告書 https://www.nttdata-strategy.com/roken/index.html

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 報告書 https://www.dcnet.gr.jp/support/research/center/

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

報告書 http://ham-ken.com/wp/?page_id=742

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

みずほリサーチ＆テクノロ
ジーズ株式会社

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 報告書
https://www.mizuho-
rt.co.jp/case/research/r03mhlw_kaigo2021.html

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

報告書 https://www.ncgg.go.jp/ncgg-kenkyu/roken.html#R3

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

報告書 https://www.ncgg.go.jp/ncgg-kenkyu/roken.html#R3
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http://www.hit-north.or.jp/
https://www.med.kobe-u.ac.jp/dcme/roken/
https://www.nttdata-strategy.com/roken/index.html
https://www.dcnet.gr.jp/support/research/center/
http://ham-ken.com/wp/?page_id=742
https://www.mizuho-rt.co.jp/case/research/r03mhlw_kaigo2021.html
https://www.mizuho-rt.co.jp/case/research/r03mhlw_kaigo2021.html
https://www.ncgg.go.jp/ncgg-kenkyu/roken.html#R3
https://www.ncgg.go.jp/ncgg-kenkyu/roken.html#R3


令和３年度　老人保健健康増進等事業　採択事業一覧（当初＋追加＋第３次協議分）

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

報告書 https://www.aichi8020.net/pdf/infor03_04.pdf

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

報告書 https://www.dcnet.gr.jp/support/research/center/

報告書
https://www.dcnet.gr.jp/pdf/download/support/research/center3
/411/s_2022_shienpuroguram_jigyo.pdf

成果物冊子
https://www.dcnet.gr.jp/pdf/download/support/research/center3
/412/s_2022_seikabutu_shientebiki.pdf

事業概略書
https://www.dcnet.gr.jp/pdf/cms/contents/data/40/185/s_2022_
shien_puroguram.pdf

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

報告書 https://www.alzheimer.or.jp/?p=47507

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

報告書 https://www.nttdata-strategy.com/roken/index.html

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 報告書 https://www.ncgg.go.jp/ncgg-kenkyu/roken.html#R3

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

報告書
https://www.med.osaka-
u.ac.jp/pub/psy/news/ea998a7fa25280ed6946db5d03e64df7456b
f9ed.PDF

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

報告書 https://www.nisseikyo.or.jp/about/hojokin/2021_98.php

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

報告書
https://www.tmghig.jp/research/info/cms_upload/%E2%84%962%E
5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8_1.pdf

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

報告書 https://www.ncgg.go.jp/ncgg-kenkyu/roken.html#R3

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

報告書
https://www.tmghig.jp/research/info/cms_upload/%E2%84%963%E
5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8.pdf

報告書
https://www.dcnet.gr.jp/support/research/center/detail_391_cen
ter_2.php

成果物
https://www.dcnet.gr.jp/support/research/center/detail_392_cen
ter_2.php

事業事業結
果の概要

https://www.dcnet.gr.jp/support/research/enterprise/detail_cent
er_2.php

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

報告書 http://www.jdwg.org/topic-1/r3roukenjigyo/

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 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

https://www.aichi8020.net/pdf/infor03_04.pdf
https://www.dcnet.gr.jp/support/research/center/
https://www.dcnet.gr.jp/pdf/download/support/research/center3/411/s_2022_shienpuroguram_jigyo.pdf
https://www.dcnet.gr.jp/pdf/download/support/research/center3/411/s_2022_shienpuroguram_jigyo.pdf
https://www.alzheimer.or.jp/?p=47507
https://www.nttdata-strategy.com/roken/index.html
https://www.ncgg.go.jp/ncgg-kenkyu/roken.html#R3
https://www.med.osaka-u.ac.jp/pub/psy/news/ea998a7fa25280ed6946db5d03e64df7456bf9ed.PDF
https://www.med.osaka-u.ac.jp/pub/psy/news/ea998a7fa25280ed6946db5d03e64df7456bf9ed.PDF
https://www.med.osaka-u.ac.jp/pub/psy/news/ea998a7fa25280ed6946db5d03e64df7456bf9ed.PDF
https://www.nisseikyo.or.jp/about/hojokin/2021_98.php
https://www.tmghig.jp/research/info/cms_upload/%E2%84%962%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8_1.pdf
https://www.tmghig.jp/research/info/cms_upload/%E2%84%962%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8_1.pdf
https://www.ncgg.go.jp/ncgg-kenkyu/roken.html#R3
https://www.tmghig.jp/research/info/cms_upload/%E2%84%963%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8.pdf
https://www.tmghig.jp/research/info/cms_upload/%E2%84%963%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8.pdf
https://www.dcnet.gr.jp/support/research/center/detail_391_center_2.php
https://www.dcnet.gr.jp/support/research/center/detail_391_center_2.php
https://www.dcnet.gr.jp/support/research/center/detail_392_center_2.php
https://www.dcnet.gr.jp/support/research/center/detail_392_center_2.php
https://www.dcnet.gr.jp/support/research/enterprise/detail_center_2.php
https://www.dcnet.gr.jp/support/research/enterprise/detail_center_2.php
http://www.jdwg.org/topic-1/r3roukenjigyo/
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報告書
https://hitomachi-lab.com/official/wp-
content/themes/hitomachi-lab//pdf/R3_104_report_248.pdf

別冊資料
https://hitomachi-lab.com/official/wp-
content/themes/hitomachi-lab//pdf/R3_104_supplement_207.pdf

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
みずほリサーチ＆テクノロ
ジーズ株式会社

若年性認知症疾者の就労支援のための調査研究事業 報告書
https://www.mizuho-
rt.co.jp/case/research/r03mhlw_kaigo2021.html

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

報告書 https://www.jri.co.jp/column/opinion/detail/13310/

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

報告書
https://webdesk.jsa.or.jp/common/W10K0500/index/dev/stdz_tr
end/

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

報告書 https://www.alzheimer.or.jp/?p=47510

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 報告書 https://www.irric.co.jp/reason/research/index.php

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

報告書
http://www.s-
care.jp/nursingcareer/%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e5%a0%b1%e5%91%8a
/

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 報告書 https://www.mri-ra.co.jp/publicity.html

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 報告書

https://www.kohken-
net.co.jp/news/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%93%e5%b9%b4%e5%ba
%a6%e8%80%81%e4%ba%ba%e4%bf%9d%e5%81%a5%e4%ba%8b%e6%a5%
ad%e6%8e%a8%e9%80%b2%e8%b2%bb%e7%ad%89%e8%a3%9c%e5%8a%a
9%e9%87%91%ef%bc%88%e8%80%81%e4%ba%ba%e4%bf%9d/

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

報告書 https://www.jri.co.jp/column/opinion/detail/13311/

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 報告書 https://www.nttdata-strategy.com/roken/index.html

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

報告書 https://www.jri.co.jp/column/opinion/detail/13312/

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 報告書 https://jicwels.or.jp/fcw/chosakenkyu

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
みずほリサーチ＆テクノロ
ジーズ株式会社

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 報告書
https://www.mizuho-
rt.co.jp/case/research/r03mhlw_kaigo2021.html

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 報告書 https://www.nttdata-strategy.com/roken/index.html

当初 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104
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

https://hitomachi-lab.com/official/wp-content/themes/hitomachi-lab/pdf/R3_104_report_248.pdf
https://hitomachi-lab.com/official/wp-content/themes/hitomachi-lab/pdf/R3_104_report_248.pdf
https://hitomachi-lab.com/official/wp-content/themes/hitomachi-lab/pdf/R3_104_supplement_207.pdf
https://hitomachi-lab.com/official/wp-content/themes/hitomachi-lab/pdf/R3_104_supplement_207.pdf
https://www.mizuho-rt.co.jp/case/research/r03mhlw_kaigo2021.html
https://www.mizuho-rt.co.jp/case/research/r03mhlw_kaigo2021.html
https://www.jri.co.jp/column/opinion/detail/13310/
https://webdesk.jsa.or.jp/common/W10K0500/index/dev/stdz_trend/
https://webdesk.jsa.or.jp/common/W10K0500/index/dev/stdz_trend/
https://www.alzheimer.or.jp/?p=47510
https://www.irric.co.jp/reason/research/index.php
http://www.s-care.jp/nursingcareer/%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e5%a0%b1%e5%91%8a/
http://www.s-care.jp/nursingcareer/%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e5%a0%b1%e5%91%8a/
http://www.s-care.jp/nursingcareer/%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e5%a0%b1%e5%91%8a/
https://www.mri-ra.co.jp/publicity.html
https://www.kohken-net.co.jp/news/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%93%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e8%80%81%e4%ba%ba%e4%bf%9d%e5%81%a5%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e6%8e%a8%e9%80%b2%e8%b2%bb%e7%ad%89%e8%a3%9c%e5%8a%a9%e9%87%91%ef%bc%88%e8%80%81%e4%ba%ba%e4%bf%9d/
https://www.kohken-net.co.jp/news/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%93%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e8%80%81%e4%ba%ba%e4%bf%9d%e5%81%a5%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e6%8e%a8%e9%80%b2%e8%b2%bb%e7%ad%89%e8%a3%9c%e5%8a%a9%e9%87%91%ef%bc%88%e8%80%81%e4%ba%ba%e4%bf%9d/
https://www.kohken-net.co.jp/news/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%93%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e8%80%81%e4%ba%ba%e4%bf%9d%e5%81%a5%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e6%8e%a8%e9%80%b2%e8%b2%bb%e7%ad%89%e8%a3%9c%e5%8a%a9%e9%87%91%ef%bc%88%e8%80%81%e4%ba%ba%e4%bf%9d/
https://www.kohken-net.co.jp/news/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%93%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e8%80%81%e4%ba%ba%e4%bf%9d%e5%81%a5%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e6%8e%a8%e9%80%b2%e8%b2%bb%e7%ad%89%e8%a3%9c%e5%8a%a9%e9%87%91%ef%bc%88%e8%80%81%e4%ba%ba%e4%bf%9d/
https://www.kohken-net.co.jp/news/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%93%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e8%80%81%e4%ba%ba%e4%bf%9d%e5%81%a5%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e6%8e%a8%e9%80%b2%e8%b2%bb%e7%ad%89%e8%a3%9c%e5%8a%a9%e9%87%91%ef%bc%88%e8%80%81%e4%ba%ba%e4%bf%9d/
https://www.jri.co.jp/column/opinion/detail/13311/
https://www.nttdata-strategy.com/roken/index.html
https://www.jri.co.jp/column/opinion/detail/13312/
https://jicwels.or.jp/fcw/chosakenkyu
https://www.mizuho-rt.co.jp/case/research/r03mhlw_kaigo2021.html
https://www.mizuho-rt.co.jp/case/research/r03mhlw_kaigo2021.html
https://www.nttdata-strategy.com/roken/index.html
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報告書
https://www.dcnet.gr.jp/pdf/download/support/research/center3
/413/s_2022_gaikokujin_jinzai.pdf

事業概略書
https://www.dcnet.gr.jp/pdf/cms/contents/data/40/185/s_2022_
gaikokujin_shien.pdf

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

報告書 https://www.dcnet.gr.jp/support/research/center/

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

報告書 http://ham-ken.com/wp/?page_id=742

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

報告書 https://www.jmar.co.jp/job/public/llg.html

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 報告書 http://kaiyokyo.net/book/index.html

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 報告書 https://www.mri.co.jp/knowledge/pjt_related/roujinhoken/

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 報告書 https://www.mri-ra.co.jp/publicity.html

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

報告書 https://www.nttdata-strategy.com/roken/index.html

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

報告書 https://www.mri.co.jp/knowledge/pjt_related/roujinhoken/

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

報告書 https://www.mri.co.jp/knowledge/pjt_related/roujinhoken/

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 報告書 https://www.mri.co.jp/knowledge/pjt_related/roujinhoken/

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 報告書
https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/track-record/health-
promotion-business2022.html

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 報告書
https://www.accenture.com/jp-ja/insights/public-service/long-
term-care-info-system-life

報告書
https://www.dcnet.gr.jp/pdf/download/support/research/center3
/414/s_2022_gyakutai_boushi_jigyo.pdf

成果物冊子
https://www.dcnet.gr.jp/pdf/download/support/research/center3
/415/s_2022_gyakutai_kensyou_seikabutu.pdf

事業概略書
https://www.dcnet.gr.jp/pdf/cms/contents/data/40/185/s_2022_
koureisya_boushi.pdf

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 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

https://www.dcnet.gr.jp/pdf/download/support/research/center3/413/s_2022_gaikokujin_jinzai.pdf
https://www.dcnet.gr.jp/pdf/download/support/research/center3/413/s_2022_gaikokujin_jinzai.pdf
https://www.dcnet.gr.jp/support/research/center/
http://ham-ken.com/wp/?page_id=742
https://www.jmar.co.jp/job/public/llg.html
http://kaiyokyo.net/book/index.html
https://www.mri.co.jp/knowledge/pjt_related/roujinhoken/
https://www.mri-ra.co.jp/publicity.html
https://www.nttdata-strategy.com/roken/index.html
https://www.mri.co.jp/knowledge/pjt_related/roujinhoken/
https://www.mri.co.jp/knowledge/pjt_related/roujinhoken/
https://www.mri.co.jp/knowledge/pjt_related/roujinhoken/
https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/track-record/health-promotion-business2022.html
https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/track-record/health-promotion-business2022.html
https://www.accenture.com/jp-ja/insights/public-service/long-term-care-info-system-life
https://www.accenture.com/jp-ja/insights/public-service/long-term-care-info-system-life
https://www.dcnet.gr.jp/pdf/download/support/research/center3/414/s_2022_gyakutai_boushi_jigyo.pdf
https://www.dcnet.gr.jp/pdf/download/support/research/center3/414/s_2022_gyakutai_boushi_jigyo.pdf
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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 報告書
https://www.jri.or.jp/%e4%b8%bb%e3%81%aa%e7%a0%94%e7%a9%b6%
e6%b4%bb%e5%8b%95/

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

報告書 https://www.jri.co.jp/column/opinion/detail/13313/

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

報告書 http://www.espa.or.jp/surveillance/index.html

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

報告書 https://www.nttdata-strategy.com/roken/index.html

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

報告書 https://www.mri.co.jp/knowledge/pjt_related/roujinhoken/

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 報告書 https://www.jri.co.jp/column/opinion/detail/13314/

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

報告書
https://nfu.repo.nii.ac.jp/index.php?action=pages_view_main&activ
e_action=repository_view_main_item_snippet&index_id=324&pn=1&c
ount=20&order=17&lang=japanese&page_id=28&block_id=82

追加 1
指定介護サービス事業所等に対する「監査マニュアル（仮称）」の
策定に関する調査研究事業

株式会社　浜銀総合研究
所

指定介護サービス事業所等に対する「監査マニュアル（仮称）」の策定に
関する調査研究事業

報告書 https://www.yokohama-ri.co.jp/html/investigation/jutaku.html

追加 2
介護保険サービスにおける人員配置基準等の自治体ごとの解
釈・運用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

介護保険サービスにおける人員配置基準等の自治体ごとの解釈・運用
等に関する調査研究事業

報告書 https://www.nttdata-strategy.com/roken/index.html

追加 3 高齢者の介護の現状に関する調査事業
ＰｗＣコンサルティング合
同会社

高齢者の介護の現状に関する調査事業 事業継続中

追加 4
在宅生活継続にあたり通所介護・地域密着型通所介護・認知症
対応型通所介護が果たす役割に関する調査研究事業

一般社団法人　全国介護
事業者連盟

在宅生活継続にあたり通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通
所介護が果たす役割に関する調査研究事業

報告書 http://kaiziren.or.jp/assets/pdf/report_20220425.pdf

追加 5
訪問介護事業のサービス提供体制の見直しに関する調査研究事
業

株式会社　浜銀総合研究
所

訪問介護事業のサービス提供体制の見直しに関する調査研究事業 報告書 https://www.yokohama-ri.co.jp/html/investigation/jutaku.html

追加 6
介護老人保健施設における多職種連携を通じた在宅復帰・在宅
支援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

介護老人保健施設における多職種連携を通じた在宅復帰・在宅支援等
に関する調査研究事業

報告書 https://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/04/6.pdf

追加 9 エビデンスを踏まえた介護予防マニュアル改訂に関する研究事業
株式会社　野村総合研究
所

エビデンスを踏まえた介護予防マニュアル改訂に関する研究事業 報告書
https://www.nri.com/jp/knowledge/report/lst/2022/mcs/social_s
ecurity/0331_4

追加 10
認知症ケアパスの作成と活用に関する個別的支援手法の調査研
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に関する個別的支援手法の調査研究 報告書 https://www.ncgg.go.jp/ncgg-kenkyu/roken.html#R3

追加 11
介護施設等における外国人介護職員の就労実態に関する調査
研究

株式会社　サーベイリサー
チセンター

介護施設等における外国人介護職員の就労実態に関する調査研究 報告書 https://www.surece.co.jp/news/4122/

追加 12
介護報酬における介護職員処遇改善の推進に向けた方策にか
かる調査研究事業

株式会社　エヌ・ティ・ティ・
データ経営研究所

介護報酬における介護職員処遇改善の推進に向けた方策にかかる調査
研究事業

報告書 https://www.nttdata-strategy.com/roken/index.html

https://www.jri.or.jp/%e4%b8%bb%e3%81%aa%e7%a0%94%e7%a9%b6%e6%b4%bb%e5%8b%95/
https://www.jri.or.jp/%e4%b8%bb%e3%81%aa%e7%a0%94%e7%a9%b6%e6%b4%bb%e5%8b%95/
https://www.jri.co.jp/column/opinion/detail/13313/
http://www.espa.or.jp/surveillance/index.html
https://www.nttdata-strategy.com/roken/index.html
https://www.mri.co.jp/knowledge/pjt_related/roujinhoken/
https://www.jri.co.jp/column/opinion/detail/13314/
https://nfu.repo.nii.ac.jp/index.php?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_snippet&index_id=324&pn=1&count=20&order=17&lang=japanese&page_id=28&block_id=82
https://nfu.repo.nii.ac.jp/index.php?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_snippet&index_id=324&pn=1&count=20&order=17&lang=japanese&page_id=28&block_id=82
https://nfu.repo.nii.ac.jp/index.php?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_snippet&index_id=324&pn=1&count=20&order=17&lang=japanese&page_id=28&block_id=82
https://www.yokohama-ri.co.jp/html/investigation/jutaku.html
https://www.nttdata-strategy.com/roken/index.html
http://kaiziren.or.jp/assets/pdf/report_20220425.pdf
https://www.yokohama-ri.co.jp/html/investigation/jutaku.html
https://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/04/6.pdf
https://www.nri.com/jp/knowledge/report/lst/2022/mcs/social_security/0331_4
https://www.nri.com/jp/knowledge/report/lst/2022/mcs/social_security/0331_4
https://www.ncgg.go.jp/ncgg-kenkyu/roken.html#R3
https://www.surece.co.jp/news/4122/
https://www.nttdata-strategy.com/roken/index.html
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追加 13
認知症対応力向上研修の研修教材及び実施方法に関する調査
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及び実施方法に関する調査研究事
業

報告書 https://frontier-rc.org/ninnchisyoutaiou.html

追加 14 安全な介護ロボット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

安全な介護ロボットの開発に関する調査研究事業 報告書 https://www.nttdata-strategy.com/roken/index.html

追加 15 介護施設における生産性向上の取組に関するモデル研究事業
株式会社　日本能率協会
総合研究所

介護施設における生産性向上の取組に関するモデル研究事業 報告書 https://www.jmar.co.jp/job/public/llg.html

追加 16 介護現場におけるテクノロジーの実態調査研究事業
株式会社　エヌ・ティ・ティ・
データ経営研究所

介護現場におけるテクノロジーの実態調査研究事業 報告書 https://www.nttdata-strategy.com/roken/index.html

追加 18
高齢者虐待等の権利擁護を促進する地域づくりのための自治体
による計画策定と評価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

高齢者虐待等の権利擁護を促進する地域づくりのための自治体による計
画策定と評価に関する調査研究事業

報告書 https://www.nttdata-strategy.com/roken/index.html

報告書
https://kaigosodan.com/dcms_media/other/R3_%E2%84%9619_rep
ort%E3%80%80.pdf

別冊：調査報
告

https://kaigosodan.com/dcms_media/other/R3_%E2%84%9619_rep
ort_survey%E3%80%80.pdf

追加 20
養護老人ホーム及び軽費老人ホームの経営の在り方に関する調
査研究事業

株式会社　エヌ・ティ・ティ・
データ経営研究所

養護老人ホーム及び軽費老人ホームの経営の在り方に関する調査研究
事業

報告書 https://www.nttdata-strategy.com/roken/index.html

追加 21
介護事業所に対する調査等における更なる負担軽減に向けた方
策等に関する調査研究

株式会社　エヌ・ティ・ティ・
データ経営研究所

介護事業所に対する調査等における更なる負担軽減に向けた方策等に
関する調査研究

報告書 https://www.nttdata-strategy.com/roken/index.html

追加 22
適切な介護予防ケアマネジメント手法の普及促進に向けた調査
研究事業

一般財団法人　長寿社会
開発センター

適切な介護予防ケアマネジメント手法の普及促進に向けた調査研究事業 報告書 https://nenrin.or.jp/center/achieve.html

追加 23 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）の活動実績の把握と広
域連携の体制整備に関する調査研究事業

報告書
https://www.thunderbird-net.jp/data/r3-
rojinhokenkenkozoshinjigyo.pdf

3次 2
介護事業者（介護職）の現場での課題対応力強化に向けた調査
研究事業

一般社団法人　シルバー
サービス振興会

介護事業者（介護職）の現場での課題対応力強化に向けた調査研究事
業

報告書 http://www.espa.or.jp/surveillance/index.html

3次 3
自身の介護情報を個人・介護事業所等で閲覧できる仕組みにつ
いての調査研究事業

株式会社　三菱総合研究
所

自身の介護情報を個人・介護事業所等で閲覧できる仕組みについての
調査研究事業

報告書 https://www.mri.co.jp/knowledge/pjt_related/roujinhoken/

3次 4
若年者の介護ニーズ及び親世代の介護保険加入による受益等に
関する調査研究事業

株式会社　ナレッジ・マネ
ジメント・ケア研究所

若年者の介護ニーズ及び親世代の介護保険加入による受益等に関する
調査研究事業

報告書 https://kmci.jp/business/business-03/rouken

追加 19
ＩＣＴ等を活用した介護サービス相談員活動の在り方に関する調査
研究

特定非営利活動法人　地
域共生政策自治体連携機
構

ＩＣＴ等を活用した介護サービス相談員活動の在り方に関する調査研究

https://frontier-rc.org/ninnchisyoutaiou.html
https://www.nttdata-strategy.com/roken/index.html
https://www.jmar.co.jp/job/public/llg.html
https://www.nttdata-strategy.com/roken/index.html
https://www.nttdata-strategy.com/roken/index.html
https://kaigosodan.com/dcms_media/other/R3_%E2%84%9619_report%E3%80%80.pdf
https://kaigosodan.com/dcms_media/other/R3_%E2%84%9619_report%E3%80%80.pdf
https://www.nttdata-strategy.com/roken/index.html
https://www.nttdata-strategy.com/roken/index.html
https://nenrin.or.jp/center/achieve.html
https://www.thunderbird-net.jp/data/r3-rojinhokenkenkozoshinjigyo.pdf
https://www.thunderbird-net.jp/data/r3-rojinhokenkenkozoshinjigyo.pdf
http://www.espa.or.jp/surveillance/index.html
https://www.mri.co.jp/knowledge/pjt_related/roujinhoken/
https://kmci.jp/business/business-03/rouken

