
令和４年度　老人保健健康増進等事業　採択事業一覧（当初協議分）
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テーマ
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テーマ名 団体名 事　　業　　名

当初 1
地域包括ケアシステムの構築に向けた取組状
況の評価指標に関する調査研究事業

株式会社　日本総合研究所
地域包括ケアシステムの構築に向けた取組状況の評価指標に関
する調査研究事業

当初 2
地域包括ケアシステムの構築に向けた高齢者
の生活支援・介護予防に関する産業界との協
働推進に関する調査研究

一般財団法人　医療経済研
究・社会保険福祉協会

地域包括ケアシステムの構築に向けた高齢者の生活支援・介護
予防に関する産業界との協働推進に関する調査研究

当初 3
地域包括ケアシステム構築の加速化に向けた
推進基盤に関する調査研究

一般財団法人　医療経済研
究・社会保険福祉協会

地域包括ケアシステム構築の加速化に向けた推進基盤に関する
調査研究

当初 4
地域包括ケアシステムを構成する地域資源と
しての高齢者の「居場所」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

地域包括ケアシステムを構成する地域資源としての高齢者の「居
場所」に関する調査研究事業

当初 5
介護保険事業計画の手引き作成に資する調査
研究事業

三菱UFJリサーチ＆コンサル
ティング株式会社

介護保険事業計画の手引き作成に資する調査研究事業

当初 6
介護保険事業計画の作成に資する調査結果等
の活用方法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

介護保険事業計画の作成に資する調査等の活用方法に関する調
査研究事業

当初 7
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保険者の地域マネジ
メント強化に資する調査研究事業

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
用した保険者の地域マネジメント強化に資する調査研究事業

当初 8
保険者機能強化に向けたアウトカム分析のた
めの調査研究

学校法人　日本福祉大学 保険者機能強化に向けたアウトカム分析のための調査研究

当初 9
海抜ゼロメートル地帯における南海トラフ地
震時情報、気象災害特別警報発令時の高齢者
介護施設の対応に関する調査研究

学校法人　愛知医科大学
海抜ゼロメートル地帯における南海トラフ地震時情報、気象災害
特別警報発令時の高齢者介護施設の対応に関する調査研究

当初 10
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

当初 11
家族介護者支援に係る人材育成等に関する調
査研究

みずほリサーチ&テクノロ
ジーズ　株式会社

家族介護者支援に係る人材育成等に関する調査研究

当初 12
就労的活動支援コーディネーター等の活用に
関する調査研究

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

就労的活動支援コーディネーター等の活用に関する調査研究

当初 13
都道府県による市町村支援に活用するための
支援パッケージ策定に係る調査研究

株式会社　ＴＲＡＰＥ
都道府県による市町村支援に活用するための支援パッケージ策
定に係る調査研究

当初 14
地域包括支援センターの事業評価を通じた取
組改善と評価指標のあり方に関する調査研究

三菱UFJリサーチ＆コンサル
ティング株式会社

地域包括支援センターの事業評価を通じた取組改善と評価指標
のあり方に関する調査研究

当初 15
地域ケア会議の効果的な運営の推進に関する
調査研究

一般財団法人　長寿社会開
発センター

地域ケア会議の効果的な運営の推進に関する調査研究

当初 16
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 17
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

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 18
介護支援専門員研修のオンライン化に関する
調査研究事業

株式会社　日本総合研究所 介護支援専門員研修のオンライン化に関する調査研究事業

当初 19 介護支援専門員の養成に関する調査研究事業 株式会社　日本総合研究所 介護支援専門員の養成に関する調査研究事業

当初 20
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 21
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業務実態
の調査研究事業

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
定の影響に関する業務実態の調査研究事業

当初 22
地域ケア会議等におけるケアプラン検証の在
り方に関する調査研究事業

株式会社　三菱総合研究所
地域ケア会議等におけるケアプラン検証の在り方に関する調査研
究事業

当初 23
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 24
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 25
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

福井県　敦賀市 第４回地域共生社会推進全国サミットinつるが

当初 26
中山間地域等における自治体と地域密着型産
業との協働による地域包括ケアの構築に向け
た調査研究事業

株式会社　富士通総研
中山間地域等における自治体と地域密着型産業との協働による
地域包括ケアの構築に向けた調査研究事業

当初 27
介護施設等の職員に必要な防災・減災対策の
知識に関する調査研究事業

一般社団法人　日本医療福
祉建築協会

介護施設等の職員に必要な防災・減災対策の知識に関する調査
研究事業

当初 28
介護事業経営実態調査等の有効回答率の向上
等に関する調査研究事業

株式会社　三菱総合研究所
介護事業経営実態調査等の有効回答率の向上等に関する調査
研究事業

当初 29 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

当初 30
要介護認定事務の効率化に向けたICTの活用
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

要介護認定事務の効率化に向けたICT の活用に関する調査研究
事業

当初 31
生活期リハビリテーションにおける適切な評
価の在り方に関する調査研究事業

一般社団法人　全国デイ・ケ
ア協会

生活期リハビリテーションにおける適切な評価の在り方に関する
調査研究事業

当初 32
訪問看護等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
看護小規模多機能型居宅介護の普及等に関す
る調査分析事業

公益社団法人　日本看護協
会

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 34
新興・再興感染症や災害発生時における介護
保険サービス提供継続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

新興・再興感染症や災害発生時における介護保険サービス提供
継続に関する調査研究事業

当初 35
新型コロナウイルス感染症流行下の訪問看護
提供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

新型コロナウイルス感染症流行下の訪問看護提供に関する調査
研究事業

当初 36
管理栄養士による居宅療養管理指導に関する
調査研究事業

株式会社　野村総合研究所 管理栄養士による居宅療養管理指導に関する調査研究事業

当初 37
福祉用具貸与等におけるサービスの見える化
及びサービス向上に資するPDCA推進に関する
研究事業

一般社団法人　全国福祉用
具専門相談員協会

福祉用具貸与等におけるサービスの見える化及びサービス向上
に資するPDCA推進に関する研究事業

当初 38
介護保険の福祉用具貸与、特定福祉用具販
売､住宅改修の適正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

介護保険の福祉用具貸与、特定福祉用具販売､住宅改修の適正
化に関する調査研究事業

当初 39
介護保険における福祉用具の利用安全及び
サービスの質の向上に資する事業所の体制を
強化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及びサービスの質の向上
に資する事業所の体制を強化するための調査研究事業

当初 40
介護保険制度における福祉用具の範囲及び種
目拡充等に関する提案・評価検討のあり方に
ついての調査研究事業

一般社団法人　日本作業療
法士協会

介護保険制度における福祉用具の範囲及び種目拡充等に関する
提案・評価検討のあり方についての調査研究事業

当初 41
地域の特性に応じた訪問介護サービスの提供
体制のあり方に関する調査研究事業

株式会社　三菱総合研究所
地域の特性に応じた訪問介護サービスの提供体制のあり方に関
する調査研究事業

当初 43
看取り期等における訪問入浴介護のサービス
提供の在り方に関する調査研究事業

株式会社　デベロ
看取り期等における訪問入浴介護のサービス提供の在り方に関
する調査研究事業

当初 44
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 45
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 46
訪問介護事業の継続に向けた担い手の育成・
確保等に関する調査研究事業

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

訪問介護事業の継続に向けた担い手の育成・確保等に関する調
査研究事業

当初 47
通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応
型通所介護における効果的な機能訓練のあり
方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・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護におけ
る効果的な機能訓練のあり方に関する調査研究事業

当初 48
短期入所生活介護における効果的なサービス
提供のあり方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

短期入所生活介護における効果的なサービス提供のあり方に関
する調査研究事業
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当初 49
今後の共生型サービスの整備方針に関する調
査研究事業

三菱UFJリサーチ＆コンサル
ティング株式会社

今後の共生型サービスの整備方針に関する調査研究事業

当初 50
通所系サービスにおける自立支援に向けた入
浴介助の実態把握及び普及啓発に関する調査
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自立支援に向けた入浴介助の実態把握
及び普及啓発 に関する調査研究事業

当初 51
ICT等を活用した在宅高齢者の栄養・食生活
支援に関する調査研究事業

日本電気株式会社
ICT等を活用した在宅高齢者の栄養・食生活支援に関する調査研
究事業

当初 52
通所事業所等における口腔・栄養関連サービ
ス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

通所事業所における口腔・栄養関連サービスに関する調査研究
事業

当初 53
介護老人保健施設の目的・特性を踏まえた施
設の在り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

介護老人保健施設の目的・特性を踏まえた施設の在り方に関す
る調査研究事業

当初 54
介護老人保健施設における薬剤調整にかかる
調査研究事業

株式会社　エヌ・ティ・ティ・
データ経営研究所

介護老人保健施設における薬剤調整にかかる調査研究事業

当初 55
介護保険施設における歯科専門職による口腔
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

介護保険施設における歯科専門職による口腔管理に関する調査
研究事業

当初 56
リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養
の一体的取組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

リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の一体的取組に関する
調査研究事業

当初 57
介護現場での自立支援促進に係る調査研究事
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係る調査研究事業

当初 58 小規模特養の経営状況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

小規模特養の経営状況に関する調査研究事業

当初 59
特別養護老人ホームと医療機関の協力体制に
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と医療機関の協力体制に関する調査研究事
業

当初 61
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
研究事業

当初 62
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

当初 63
高齢者向け住まい等における適切なケアプラ
ン作成に向けた調査研究

株式会社　日本総合研究所
高齢者向け住まい等における適切なケアプラン作成に向けた調
査研究

当初 64
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 65
介護予防・日常生活支援総合事業及び生活支
援体制整備の実施状況に関する調査研究

株式会社　エヌ・ティ・ティ・
データ経営研究所

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

当初 66
介護予防・日常生活支援総合事業等に基づく
移動支援の推進に関する調査研究

三菱UFJリサーチ＆コンサル
ティング株式会社

介護予防・日常生活支援総合事業等に基づく移動支援の推進に
関する調査研究

当初 67

生活支援コーディネーターによる住民主体の
「食」関連生活支援サービスの開発支援方策
と持続可能な事業実施・展開に関する調査研
究

一般社団法人　全国食支援
活動協力会

生活支援コーディネーターによる住民主体の「食」関連生活支援
サービスの開発支援方策と持続可能な事業実施・展開に関する
調査研究

当初 68
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた
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

型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた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 69
PDCAサイクルに沿った介護予防の取組を推進
するためのデータ活用方策に関する調査研究
事業

一般財団法人　厚生労働統
計協会

PDCAサイクルに沿った介護予防の取組を推進するためのデータ
活用方策に関する調査研究事業

当初 70
介護予防マニュアル等の普及展開に関する調
査研究事業

株式会社　野村総合研究所 介護予防マニュアル等の普及展開に関する調査研究事業

当初 71
介護現場等における高齢者の活用・活躍に関
する調査研究

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

介護現場等における高齢者の活用・活躍に関する調査研究

当初 72
高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施
と地域支援事業の充実に関する調査研究事業

株式会社　野村総合研究所
高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施と地域支援事業の
充実に関する調査研究事業

当初 73
高齢者の社会参加等を促進する就労的活動支
援コーディネーター（就労的活動支援員）の
配置に関する調査研究事業

株式会社　浜銀総合研究所
高齢者の社会参加等を促進する就労的活動支援コーディネー
ター（就労的活動支援員）の配置に関する調査研究事業
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当初 74
都市型の生活支援ネットワークの構築に関す
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

都市型の生活支援ネットワークの構築に関する調査研究事業

当初 75
若い世代（学生等）による高齢者の生活支援
に関する調査研究事業

学校法人　京都橘学園
若い世代（学生等）による高齢者の生活支援に関する調査研究事
業

当初 76
地方自治体における複合的フレイル予防の取
り組みにかかる調査研究事業

地方独立行政法人　堺市立
病院機構

医療機関と産学官民との連携による複合的フレイル予防の試行
に関する調査研究事業

当初 77
中山間地域における多世代が主体となって行
う地域づくりと介護予防の展開手法の普及に
関する調査研究事業

特定非営利活動法人
Ubdobe

中山間地域における多世代が主体となって行う地域づくりと介護
予防の展開手法の普及に関する調査研究事業

当初 78
健康無関心層に対する介護予防・健康づくり
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

健康無関心層に対する介護予防・健康づくりに関する調査研究事
業

当初 79
中山間地域等における移動支援を中心とした
生活支援に関する調査研究

株式会社　エヌ・ティ・ティ・
データ経営研究所

中山間地域等における移動支援を中心とした生活支援に関する
調査研究

当初 80
PDCAサイクルに沿った在宅医療・介護連携推
進事業の具体的推進方策に関する調査研究事
業

公立大学法人　埼玉県立大
学

PDCAサイクルに沿った在宅医療・介護連携推進事業の具体的推
進方策に関する調査研究事業

当初 81
自宅や介護保険施設等における要介護高齢者
の急変時対応の負担軽減および円滑化するた
めの調査研究事業

三菱UFJリサーチ＆コンサル
ティング株式会社

自宅や介護保険施設等における要介護高齢者の急変時対応の
負担軽減および円滑化するための調査研究事業

当初 82
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 83
地域版認知症希望大使の普及促進と活動支援
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

地域版認知症希望大使の普及促進と活動支援に関する調査研究

当初 84
認知症の人本人の声を市町村施策に反映する
方策に関する調査研究

一般社団法人　人とまちづく
り研究所

認知症の人本人の声を市町村施策に反映する方策に関する調査
研究

当初 85
認知症診療・介護地域連携における精神科病
院のアウトリーチ的な役割の向上に向けた調
査研究事業

公益社団法人　日本精神科
病院協会

認知症診療・介護地域連携における精神科病院のアウトリーチ的
な役割の向上に向けた調査研究事業

当初 86
介護施設等における認知症者の感染防止・安
全管理策の手引き等に関する調査研究

株式会社　日本総合研究所
介護施設等における認知症者の感染防止・安全管理策の手引き
等に関する調査研究

当初 87 認知症の評価尺度のあり方に関する調査研究
みずほリサーチ&テクノロ
ジーズ　株式会社

認知症の評価尺度のあり方に関する調査研究

当初 88
BPSDの予防・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の予防・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 89
認知症初期集中支援推進事業のあり方に関す
る調査研究

株式会社　日本総合研究所 認知症初期集中支援推進事業のあり方に関する調査研究

当初 90
認知症疾患医療センターの整備方針に関する
調査研究

一般社団法人　日本認知症学
会

認知症疾患医療センターの整備方針に関する調査研究事業

当初 91
認知症（中重度）の人の在宅生活を継続する
ための家族の関わり方に関する調査研究

地方独立行政法人　東京都
健康長寿医療センター

認知症（中重度）の人の在宅生活を継続するための家族の関わり
方に関する調査研究

当初 91
認知症（中重度）の人の在宅生活を継続する
ための家族の関わり方に関する調査研究

公益社団法人　認知症の人
と家族の会

認知症（中重度）の人の在宅生活を継続するための家族の関わり
方に関する調査研究

当初 92 認知症カフェの類型と効果に関する調査研究 社会福祉法人　東北福祉会 認知症カフェの類型と効果に関する調査研究

当初 93
認知症地域支援推進員の配置形態や活動実態
に応じた機能強化に関する調査研究

社会福祉法人　浴風会
認知症地域支援推進員の配置形態や活動実態に応じた機能強
化に関する調査研究

当初 94
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 95
認知症に関する企業等の宣言制度の普及・啓
発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宣言制度の普及・啓発及び認証制度の
あり方に関する調査研究事業
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当初 96 チームオレンジの整備促進に関する調査研究 株式会社　日本総合研究所 チームオレンジの整備促進に関する調査研究

当初 97
市町村における若年性認知症支援施策の促進
に関する調査研究

社会福祉法人　仁至会 市町村における若年性認知症支援施策の促進に関する調査研究

当初 98
認知症および軽度認知障害に関する有病率調
査

国立大学法人 九州大学 地域高齢住民における認知症および軽度認知障害の有病率調査

当初 99
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 100
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処
遇改善加算による人材確保への影響等に関す
る調査研究事業

株式会社　日本総合研究所
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算によ
る人材確保への影響等に関する調査研究事業

当初 101
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 102
介護職員数の将来推計ワークシートの作成に
関する調査研究事業

株式会社　日本総合研究所
介護職員数の将来推計ワークシートの作成に関する調査研究事
業

当初 103
北海道における外国人介護人材受入れに関す
るマニュアル作成等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

北海道における外国人介護人材受入れに関するマニュアル作成
等に係る調査研究事業

当初 104
認知症対応力向上研修（看護職員認知症対応
力向上研修事業）のカリキュラム及び実施方
法に関する調査研究事業

合同会社　ＨＡＭ人・社会研
究所

認知症対応力向上研修（看護職員認知症対応力向上研修事業）
のカリキュラム及び実施方法に関する調査研究事業

当初 105
ＥＰＡに基づく外国人介護福祉士候補者が受
入れ施設で習得する介護技術の統一的な評価
方法を確立するための調査研究事業

公益社団法人　国際厚生事
業団

EPAに基づく外国人介護福祉士候補者が受入れ施設で習得する
介護技術の統一的な評価方法を確立するための調査研究事業

当初 106
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 107
介護福祉士のキャリアモデルとリーダーとし
ての役割に応じた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

介護福祉士のキャリアモデルとリーダーとしての役割に応じた研
修活用の在り方に関する調査研究事業

当初 108
外国人介護人材の介護福祉士取得に向けた調
査研究事業

三菱UFJリサーチ＆コンサル
ティング株式会社

外国人介護人材の介護福祉士取得に向けた調査研究事業

当初 109
介護職種における技能実習生等の帰国後の活
躍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

介護職種における技能実習生等の帰国後の活躍に関する調査研
究事業

当初 110
外国人介護人材の受入れに伴う現場での指導
（OJT）の実態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

外国人介護人材の受入れに伴う現場での指導（OJT）の実態に関
する調査研究事業

当初 111
外国人高齢者に対する効果的なケアのために
外国人介護人材が果たす役割に関する調査研
究事業

株式会社　エヌ・ティ・ティ・
データ経営研究所

外国人高齢者に対する効果的なケアのために外国人介護人材が
果たす役割に関する調査研究事業

当初 112
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 113
文書負担軽減や手続きの効率化等による介護
現場の業務負担軽減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

文書負担軽減や手続きの効率化等による介護現場の業務負担軽
減に関する調査研究事業

当初 114
介護助手等の導入に関する実態及び適切な業
務の設定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

介護助手等の導入に関する実態及び適切な業務の設定等に関す
る調査研究事業

当初 115
介護生産性向上総合相談センターを通した地
域単位の効果的な支援方策等に関する調査研
究事業

株式会社　エヌ・ティ・ティ・
データ経営研究所

介護生産性向上総合相談センターを通した地域単位の効果的な
支援方策等に関する調査研究事業

当初 116
標準仕様を活用したケアプランデータ連携活
用促進のための調査研究

株式会社　三菱総合研究所
標準仕様を活用したケアプランデータ連携活用促進のための調査
研究

当初 117
介護事業所における生産性向上の更なる普及
促進に向けた調査研究

株式会社　エヌ・ティ・ティ・
データ経営研究所

介護事業所における生産性向上の更なる普及促進に向けた調査
研究

当初 118
経営面での介護ロボットの導入効果の実態調
査研究事業

株式会社　日本総合研究所 経営面での介護ロボットの導入効果の実態調査研究事業
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当初 119
介護施設等におけるカメラタイプの見守り機
器の効果的な活用に向けた実態調査研究事業

株式会社　日本総合研究所
介護施設等におけるカメラタイプの見守り機器の効果的な活用に
向けた実態調査研究事業

当初 120
地域づくりの観点からの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
地域づくりの観点からの保険外サービス活用推進等に関する調
査研究事業

当初 121
介護のしごと魅力発信等事業の評価分析に関
する調査研究

PwCコンサルティング　合同
会社

介護のしごと魅力発信等事業の評価分析に関する調査研究

当初 123
科学的介護情報システム（LIFE）における
フィードバックの活用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）におけるフィードバックの活用に
資する調査研究事業

当初 124
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 125
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

当初 126
自治体による高齢者虐待防止に資する計画策
定と評価等に関する経年的調査研究事業

一般財団法人　日本総合研
究所

自治体による高齢者虐待防止に資する計画策定と評価等に関す
る経年的調査研究事業

当初 127
自治体による高齢者虐待対応の平準化に資す
るAIの活用に関する調査研究事業

日本電気株式会社
自治体による高齢者虐待対応の平準化に資するAIの活用に関す
る調査研究事業

当初 128
成年後見制度における市町村長申立の適切な
実施及び成年後見制度利用支援事業の推進に
関する調査研究事業

一般財団法人　日本総合研
究所

成年後見制度における市町村長申立の適切な実施及び成年後見
制度利用支援事業の推進に関する調査研究事業

当初 129
市民後見人養成研修カリキュラム及び市民後
見人の活躍推進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

市民後見人養成研修カリキュラム及び市民後見人の活躍推進に
関する調査研究事業

当初 130
「ウィズコロナ」下における介護サービス相
談員派遣等事業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

｢ウィズコロナ｣下における介護サービス相談員派遣等事業の在り
方に関する調査研究

当初 131
養護老人ホーム及び軽費老人ホームに勤務す
る職員の処遇改善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に勤務する職員の処遇改善
の在り方に関する調査研究事業

当初 132
介護サービス情報公表システムを活用したオ
ンラインによる指定申請機能の活用促進のた
めの調査研究

株式会社　三菱総合研究所
介護サービス情報公表システムを活用したオンラインによる指定
申請機能の活用促進のための調査研究

当初 133 介護事業者の財務状況の把握に関する調査研究 株式会社　三菱総合研究所 介護事業者の財務状況の把握に関する調査研究

当初 134
移動支援等の地域包括ケアの推進に向けた制
度横断的取組に関する調査研究

三菱UFJリサーチ＆コンサル
ティング株式会社

移動支援等の地域包括ケアの推進に向けた制度横断的取組に
関する調査研究

当初 135 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

各都道府県における災害派遣福祉チーム（DWAT）に係るチーム
員の登録状況等の把握とその課題の明確化及びDWATの普及啓
発に関する調査研究事業

当初 135 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
人口減少・単身化社会における生活の質（QOL）と死の質
（QODD）の担保に関する調査研究事業


