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資 料 編 

 

 枚方市社会福祉審議会（本審）及び高齢者福祉専門分科会委員名簿 
 

（順不同・敬称略） 

氏名 職 
社会福祉 
審議会 

高齢者福祉 
専門分科会 

明石 隆行 種智院大学 教授 委員 会長 

安藤 和彦 ユマニテク短期大学 教授 委員  

石田 慎二 帝塚山大学 准教授 委員  

上谷 好一 枚方地区人権擁護委員会 委員 委員  

上野谷 加代子 同志社大学 教授 委員長  

大西 雅裕 神戸女子大学 教授 委員  

岡﨑 成子 枚方市福祉団体連絡会会長 委員  

河野 和永 枚方市障害福祉サービス事業者連絡会 役員 委員  

武 正行 枚方市社会福祉協議会 会長 委員  

多田 正知 枚方市医師会 理事  委員  

谷口 律子 枚方市介護支援専門員連絡協議会 会員 委員 委員 

所 めぐみ 関西大学 教授 委員  

冨岡 量秀 大谷大学短期大学部 准教授 委員  

長尾 祥司 枚方市自立支援協議会 幹事会会長 委員  

永嶋 里枝 弁護士 委員  

橋本 有理子 関西福祉科学大学 准教授 委員  

本多 隆司 種智院大学 教授 委員  

三戸 隆 枚方市医師会 理事 委員 職務代理者 

宮原 保子 枚方市民生委員児童委員協議会 会長 副委員長  

伊與木  文彦 枚方市特別養護老人ホーム施設長会  会長  委員 

上羽 敏明 枚方市薬剤師会 副会長  委員 

齋藤  利夫 枚方市老人クラブ連合会 会長  委員 

田岡 昭子 枚方市民生委員児童委員協議会 副会長  委員 

玉井  佳次 枚方市歯科医師会 理事  委員 

平方 かおる 弁護士  委員 
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氏名 職 
社会福祉 
審議会 

高齢者福祉 
専門分科会 

眞下  益 枚方市老人介護者（家族）の会 会長  委員 

眞野 典子 神戸女子大学 准教授  委員 
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 枚方市社会福祉審議会（本審）及び枚方市社会福祉審議会高齢者福祉
専門分科会 開催経過 

 

開催日 審議会名 案件 

平成 29 年 

４月 11 日 

第１回  

枚方市社会福祉審議会 

 委員長の選出について 

 専門分科会等の委員及び臨時委員の選出について 

 専門分科会等の決議権限等の取扱いについて 

５月 26 日 

第１回 

社会福祉審議会 

高齢者福祉専門分科会 

 会長の選出及び職務代理者の指名について 

 ひらかた高齢者保健福祉計画 21（第７期）の策定
スケジュールについて 

 介護保険制度改正案及び計画策定方針について 

 「高齢者の健康づくり等に関する実態調査」及び
「介護保険サービス等に関する実態調査」の実施に
ついて 

８月 30 日 

第２回 

社会福祉審議会 

高齢者福祉専門分科会 

 ひらかた高齢者保健福祉計画 21（第６期）の進捗
状況について 

 「高齢者の生活実態等に関する調査」の調査結果
について 

 「在宅介護実態調査」の調査結果について 

10 月 27 日 

第３回 

社会福祉審議会 

高齢者福祉専門分科会 

 「高齢者の健康づくり等に関する実態調査」の調
査結果について 

 「介護保険サービス等に関する実態調査」の調査
結果について 

 ひらかた高齢者保健福祉計画 21（第７期）の試案
について 

12 月 12 日 

第４回 

社会福祉審議会 

高齢者福祉専門分科会 

 ひらかた高齢者保健福祉計画 21（第７期）素案（案）
について 

平成 30 年 

１月 26 日 

第５回 

社会福祉審議会 

高齢者福祉専門分科会 

 市民意見聴取の結果報告及びひらかた高齢者保健
福祉計画 21（第７期）案について 

 ひらかた高齢者保健福祉計画 21（第７期）案の答
申について 

３月 15 日 
第２回  

枚方市社会福祉審議会 

 専門分科会の委員指名について（報告） 

 各専門分科会等の審議状況について【平成 30 年３
月 15 日時点】（報告） 

 子ども・子育て支援について（安藤委員からの報
告） 

 枚方市障害福祉計画（第５期）（案）・枚方市障害
児福祉計画（第１期）（案）について 

 ひらかた高齢者保健福祉計画 21（第７期）（案）に
ついて 

 

 

 

 



資 料 編 

169 

 枚方市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会からの報告 

 

平成 30 年１月 26 日 

 

枚方市長 伏見 隆 様 

枚方市社会福祉審議会 

委員長 上野谷 加代子 

高齢者福祉専門分科会 

会長 明石 隆行 

 

「ひらかた高齢者保健福祉計画 21（第７期）」の策定について（答申） 

 

「ひらかた高齢者保健福祉計画 21（第７期）」の策定について、これまでの本分科会での

協議を踏まえ、下記のとおり意見を付して答申します。 

 

記 

 

ひらかた高齢者保健福祉計画 21（第７期）案   別紙のとおり 

 

ひらかた高齢者保健福祉計画 21（第７期）に関する附帯意見 

第７期計画の実施にあたっては、本計画で定めた内容を着実に推進して頂きたい。その上

で、以下の点に十分留意されたい。 

 

１．地域包括ケアシステムの構築について 

 地域包括ケアシステムの構築にあたり、在宅医療・介護連携、認知症支援、介護予防、生

活支援、地域づくりなどの各分野で、多くの新事業が既に着手され、一体的に実施されつつ

ある。第７期においては、枚方市の地域特性と住民のニーズに沿ってこれらの事業を展開で

きるよう、きめ細かな検証を行いつつ、周知を図っていくことが求められる。 

 

２．介護保険料について 

第７期計画における介護保険料段階は、低所得者に配慮し、より負担能力に応じた設定と

したが、高齢者人口が増加する中、特に後期高齢者の占める割合が高くなることにより利用

者数が増加し、介護給付費が更に伸びる推計であることから、介護保険料は、第６期計画よ

り増額となった。今後も引き続き、介護保険制度の持続可能性を確保するため、適切かつ効

果的なサービス提供に努めるとともに、市民が負担する保険料額については、十分な説明を

行い、理解を得る努力をすることが必要である。 

 

以上 
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 用語解説 

 

《あ行》 

保健福祉サービスのうち、国や地方公共団体が直接か間接かは問わず、法律や制度に

基づいて提供するサービス（フォーマル（公的）サービス）に対して、ＮＰＯ法人等の

民間団体やボランティア、家族、近隣、知人等がインフォーマル（非公的）に提供する

サービスのこと。 

インフォーマルサービス 

「Non Profit Organization」の略で、非営利組織の意。医療、福祉、環境、文化、芸

術、まちづくり、国際協力等の分野において、営利を目的とせず、社会的使命を意識し

て活動する民間の組織。特定非営利活動促進法（ＮＰＯ法）による認証を受けた団体を

ＮＰＯ法人（特定非営利活動法人）と呼ぶ。 

ＮＰＯ 

 

《か行》 

介護保険の保険給付のうち、「要介護１～５」に認定された被保険者への給付のこと。

居宅での利用に対する給付、施設の利用に対する給付、地域密着型サービスの利用に対

する給付に区分される。 

介護給付 

３年を１期とする介護保険事業計画期間を通じて、保険料剰余金を管理し、財政の均

衡を図るために市が設置する基金のこと。介護保険制度では、３年ごとに介護保険事業

計画を策定し、保険料は計画に定めるサービス費用見込額等に基づき、３年を通じ財政

の均衡を保つことができる金額を設定する。３年の計画期間中、保険料の剰余金が発生

した場合は、基金に積み立て、介護給付費等が不足した場合は、基金を取り崩す。 

介護給付費準備基金 

また、次期計画においては基金残額を取り崩し、保険料負担の軽減に活用する。 

介護保険施設等に入所している人を訪問し、利用者や家族から介護サービスに関する

疑問や不満等を聴くことにより、サービスの実態を把握し、サービスを提供している施

設等との橋渡しの活動を行う人のこと。 

介護相談員 

介護サービス提供事業者に支払われる報酬のこと。提供されるサービスごとに、サー

ビス提供者の種類及び要介護度ごとに細分化され、提供するサービスの内容・時間帯に

よる加算等がある。 

介護報酬 
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介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院の４つの施

設の総称。 

介護保険施設 

高齢者が要支援・要介護状態になることをできるかぎり防ぐこと、あるいは要支援・

要介護状態であっても、状態がそれ以上悪化しないようにすること。 

介護予防 

要支援者や介護リスクのある虚弱高齢者（事業対象者）を対象に、多様な主体により

訪問型・通所型などのサービス提供や介護予防に資する活動を行う事業。 

介護予防・日常生活支援総合事業 

長期にわたって療養が必要な人に対して、医学的管理の下で、介護や機能訓練、医療

を行う施設。 

介護療養型医療施設（療養病床等） 

常時介護を必要とし、自宅で生活することが困難な寝たきりや認知症の人に対して、

介護を行う施設。 

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

症状が安定した状態にあり、リハビリテーションや介護が必要な人に対して、在宅生

活への復帰を目指して、機能訓練や日常生活への支援を行う施設。 

介護老人保健施設 

厚生労働省が提唱し、都道府県や市区町村、全国キャラバン・メイト連絡協議会が連

携して、認知症の人と家族を支援する「認知症サポーター」を養成する講師役のこと。

養成されたキャラバン・メイトは自治体事務局（枚方市では地域包括ケア推進課）等と

協働して「認知症サポーター養成講座」を開催している。 

キャラバン・メイト 

地域で暮らす要介護等の方々が居宅サービスや施設サービスを適切に利用できるよう、

ご本人の心身の状況、置かれている環境、本人や家族の意向をとらえて居宅サービス計

画（ケアプラン）を作成するとともに、この計画の実施の為にサービス事業者等との連

絡･調整を行うサービス。 

居宅介護支援 

医師、歯科医師、薬剤師等が家庭を訪問し、療養上の指導・助言などを行うサービス。 

居宅療養管理指導 

要介護・要支援者の心身の状況や置かれている環境を把握し、抱えている問題の解決

ケアプラン（介護予防ケアプラン） 
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を図るとともに、その人の有する能力に応じて自立した生活が営めるよう、利用する介

護サービスの種類や内容などを定めた計画のこと。 

利用者の選択に基づいたサービスを適切に利用できるよう、ケアプランを策定すると

ともに、サービスの提供が確保されるようサービス事業者等との連絡調整等を行い、さ

らに、サービス利用実績の把握等を行うこと。 

ケアマネジメント（介護予防ケアマネジメント） 

「介護保険法」に基づく資格で、要支援・要介護者からの介護サービス計画（ケアプ

ラン）等の相談に応じ、利用者の状況、希望、心身の状態等を考慮し、適切なサービス

を利用できるよう、市町村・居宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整を行う

専門職。医師、歯科医師、薬剤師、保健師、看護師、理学療法士（PT）、作業療法士（OT）、

社会福祉士、介護福祉士等の保健・医療・福祉分野の専門知識を持った人の中から、研

修を経て養成される。 

ケアマネジャー（介護支援専門員） 

平均寿命のうち、健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間のこ

と。平均寿命から、衰弱・疾病・認知症などにより介護が必要とされる期間を差し引い

た寿命を指す。 

健康寿命 

自己の権利や援助のニーズを表明することの困難な高齢者や障害者等に代わって、援

助者が代理として権利やニーズの獲得を行うこと。併せて、高齢者等の自己決定による

選択を支援する観点からの情報提供等も含む。 

権利擁護 

75 歳以上の高齢者のこと。 

後期高齢者 

総人口に占める 65 歳以上人口の比率のこと。 

高齢化率 

高齢者に対して、家族や施設の職員など、高齢者を養護する人から行われる虐待の行

為。①身体的虐待、②介護、世話の放棄、③心理的虐待、④性的虐待、⑤経済的虐待の 5

つに類型される。 

高齢者虐待 

同じ年（または同じ期間）に出生した集団（コーホート）について、過去における実

績人口の動勢から変化率を求め、それに基づき将来人口を推計する方法。 

コーホート変化率法 
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社会福祉士や精神保健福祉士などの福祉専門資格を有し、地域において制度の狭間や

複数の課題を抱えるなどの対応困難な事案の解決に取り組むために、個別支援や住民活

動のコーディネートを行う援助者。 

コミュニティソーシャルワーカー 

 

《さ行》 

介護保険法に基づいて指定を受けた施設に入居している高齢者に提供する生活の援助

等を含めたサービス。施設サービスとしては、介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）、

介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院の４種類があり、居住系サービス

としては、認知症対応型共同生活介護（グループホーム）や、有料老人ホーム等の特定

施設入居者生活介護がある。 

施設・居住系サービス 

社会福祉法第 109 条に基づき、市内の社会福祉事業者や社会福祉活動を行う者によっ

て組織され、民間の社会福祉活動を推進することを目的とした非営利の民間団体。各種

の福祉サービスの提供や地域の福祉活動の支援などを行っている。 

社会福祉協議会 

居宅要介護者等が手すりの取り付けや段差解消等、小規模な住宅改修を行った際の費

用の一部を支給するサービス。 

住宅改修 

厚生労働省により平成 27 年９月に策定された計画。「認知症の人の意思が尊重され、

できる限り住み慣れた地域のよい環境で自分らしく暮らし続けることができる社会を実

現する」ことを目的としている。 

新オレンジプラン（認知症施策推進総合戦略） 

認知症高齢者・知的障害者・精神障害者等、精神上の障害により判断能力が十分でな

い人々が、一方的に自分に不利な契約を結ばないように、一定の決められた人が本人の

不十分な判断能力を補い保護する制度のこと。成年後見人等は配偶者に限らず、司法書

士、弁護士等の法律家や社会福祉士等、家庭裁判所が事情を考慮したうえで、選任され

る。また、複数の人や法人も成年後見人等になることができる。 

成年後見制度 

 

《た行》 

介護保険制度の被保険者のうち、65 歳以上の人。 

第１号被保険者 
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介護保険制度の被保険者のうち、40 歳以上 64 歳以下の人で、医療保険に加入している

人。 

第２号被保険者 

介護老人福祉施設等に短期間入所し、施設において、入浴、排泄、食事その他必要な

日常生活上の世話、機能訓練を行うサービス。 

短期入所生活介護 

介護老人保健施設等に短期間入所し、施設において、その有する能力に応じ自立した

日常生活を営むことができるように、看護、医学的管理下における介護、機能訓練、そ

の他必要な医療及び日常生活上の世話を行うサービス。 

短期入所療養介護 

子ども・高齢者・障害者などすべての人々が地域、暮らし、生きがいを共に創り、高

めあうことができる社会の在り方のこと。 

地域共生社会 

要介護状態・要支援状態となることを予防するとともに、要支援状態となった場合で

も可能な限り地域で自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とし

て、平成 18 年度からの介護保険制度の改正に伴い導入された。 

地域支援事業 

ニーズに応じた住宅が提供されることを基本とした上で、生活上の安全・安心・健康

を確保するために、医療や介護のみならず、住宅や福祉サービスを含めた様々な生活支

援サービスが日常生活の場（日常生活圏域）で適切に提供されるような地域の体制。 

地域包括ケアシステム 

介護予防のケアマネジメントを行う機関。高齢者に対する総合的な相談窓口としての

機能も有している。保健師等、社会福祉士及び主任介護支援専門員の３職種がそれぞれ

配置されており、互いの専門性を生かして問題の解決にあたる。 

地域包括支援センター（高齢者サポートセンター） 

認知症やひとり暮らしの高齢者が可能な限り住み慣れた地域で生活できるよう、平成

18 年４月に創設された予防給付及び介護給付サービスのこと。利用者は市民に限定され

る。 

地域密着型サービス 

地域密着型サービスには、次のサービスがある。 

① 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

日中･夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が密接に連携しながら、定期巡回型訪問と利

用者からの通報による随時対応型訪問を組み合わせたサービス。 
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② 夜間対応型訪問介護 

夜間の定期的な巡回による訪問介護サービスに加え、随時利用者の求めに応じて行う

訪問介護サービス、利用者の通報に応じて調整・対応するオペレーションサービスなど

のサービス。 

③ 地域密着型通所介護 

定員 18 人以下のデイサービスセンターなどの施設に通い、食事や入浴などの日常生活

上の支援や、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで受

けるサービス。 

④ 認知症対応型通所介護 

認知症の人を対象とした通所介護（デイサービス）。 

⑤ 小規模多機能型居宅介護 

利用者の住み慣れた地域で提供される通所を中心にしたサービス。様態や希望により、

適宜、スタッフによる利用者宅の訪問や、短期間の宿泊によるサービスが提供される。 

⑥ 認知症対応型共同生活介護 

認知症高齢者が家庭的な雰囲気の中、少人数で共同生活を送りながら、日常生活の介

護を受けるサービス。 

⑦ 地域密着型特定施設入居者生活介護 

定員 29 人以下の小規模で運営される有料老人ホーム等で提供されるサービス。少人数

の入居者に対し、特定施設入居者生活介護と同様のサービスが提供される。 

⑧ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

定員 29 人以下の小規模で運営される介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）で提供

されるサービス。少人数の入居者に対し、介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）と

同様な施設サービスが提供される。 

⑨ 看護小規模多機能型居宅介護 

医療ニーズの高い要介護者に対応するため、小規模多機能型居宅介護のサービスに加

え、必要に応じて、同一事業所により訪問看護を提供するサービス。 

 

市町村間における介護保険財政の格差を調整するため国により交付される財政援助資

金。交付総額は、総給付費に対する国の負担する割合 25％のうち５％分に相当するが、

第１号被保険者の年齢階級別分布状況、所得分布状況等を考慮して配分されるため、５％

を超えて交付される市町村と、５％を下回る市町村とがある。 

調整交付金（介護給付費財政調整交付金） 
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日帰り介護施設において入浴、食事等のサービスや機能訓練を行うサービス。 

通所介護（デイサービス） 

介護老人保健施設、病院、診療所等において、理学療法士、作業療法士等によるリハ

ビリテーションを行うサービス。 

通所リハビリテーション（デイケア） 

平成 18 年の健康保険法の改正により、平成 20年４月から 40～74 歳の保険加入者を対

象として、全国の市町村で導入された健康診断のこと。特定健康診査は、糖尿病や高脂

血症、高尿酸血症等の生活習慣病の発症や重症化を予防することを目的として実施され

る。 

特定健康診査 

有料老人ホーム、介護利用型軽費老人ホーム（ケアハウス）に入所している要介護者

等について介護サービス計画に基づき、入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活上の

世話、機能訓練及び療養上の世話を行うサービス。 

特定施設入居者生活介護 

居宅要介護者等が購入した、福祉用具等の購入費の一部を支給するサービス。 

特定福祉用具販売 

 

《な行》 

介護施設等のサービス基盤の整備・充実を図ることを目的に、定める行政区域。圏域

の設定にあたっては、保険者ごとに地理的条件、人ロ、交通事情その他社会的条件等を

総合的に勘案し定める。本市では小学校区を基本単位とした 13 の区域を日常生活圏域と

して定めている。 

日常生活圏域 

認知症を発症したときから、生活をする上で様々な支障が出てくる中で、その進行状

況にあわせて、いつ、どこで、どのような医療・介護サービスを受ければよいかを標準

的に示すガイドラインのこと。 

認知症ケアパス 

「認知症サポーター養成講座」を受講し、認知症について正しい知識を持ち、認知症

の人や家族を暖かく見守り、支援する人のこと。 

認知症サポーター 

要介護・要支援認定を行うために必要な調査のこと。要介護・要支援認定の申請があ

ったときに、市町村職員または市町村から委託を受けた介護保険施設及び指定居宅介護

認定調査 
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支援事業者等の介護支援専門員等が調査員として対象者を訪問し、本人と家族への面接

によって聞き取り調査を行う。 

 

《は行》 

認知症高齢者が徘徊して行方不明になった場合に、家族から警察署への捜索願ととも

に、市でも連絡を受け、公共交通機関や小売店などに情報を公開することにより、早期

発見につなげる仕組み。 

徘徊高齢者（行方不明者）ＳＯＳネットワーク 

高齢者や障害者の自立に役立ち、介護する人の負担を軽減するための用具。具体的に

は、特殊寝台、車イス、褥瘡（じょくそう）予防用具、歩行器など。 

福祉用具 

車椅子や特殊ベット等定められた福祉用具の貸与を行うサービス。 

福祉用具貸与 

要介護者等の自宅を訪問介護員が訪問して、身体の介護や生活の援助を行うサービス。 

訪問介護 

寝たきり等で家庭の浴槽を使っての入浴が困難な方の為に、簡易浴槽等の機材を自宅

に持ち込み必要な入浴介護を行うサービス。 

訪問入浴介護 

主治医の指示のもとで、看護師等が家庭を訪問し、療養上の看護などを行うサービス。 

訪問看護 

理学療法士、作業療法士が家庭を訪問し、リハビリテーションを行うサービス。 

訪問リハビリテーション 

 

《や行》 

高齢者に対し、食事や介護の提供その他日常生活上必要なサービスを提供する民間の

有料施設。 

有料老人ホーム 

介護が必要な状態であるかどうか、どの程度介護を必要とするかどうかを、市町村等

が介護認定審査会で客観的に評価するもの。要介護認定は、要支援１～２、要介護１～

５、非該当のいずれかに分類される。 

要介護認定 
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介護保険の保険給付のうち、「要支援１～２」に認定された被保険者への給付のこと。

居宅での利用に対する給付、地域密着型サービスの利用に対する給付に区分される。 

予防給付 

 

《ら行》 

日常的に介護をしている家族等の介護者が一時的に介護から解放され、ゆっくり休息

を取れるように支援することをいう。 

レスパイトケア 

 

  



資 料 編 

179 

 

 参考資料 

■健康寿命の延伸を目指した効果的な介護予防介入のために、要介護の関連要因を明らかとすることが求められている。
■我々の横断的検討により、要介護ハイリスク状態（フレイル）に関連を示したのは、高年齢、罹患疾患（有）の他に、就労
（無）、社会参加（無）、居住年数（20年未満）であった。このことより、いわゆる人と人のつながりなど、ソーシャル・キャピタ
ルの醸成が介護予防において重要であることが示唆された（Kabayama et al., 2016)。

■男女ともに高年齢、罹患疾患があること（男性のみ）、独居、就労していないこと、そして社会参加をしていないことは、3年後の要介護認定に独立して関連することが

明らかとなった。将来の要介護状態を予防するためには、社会参加や就労などの社会的側面が非常に重要であることが示唆されたことから、これらを促進する

ソーシャルキャピタルの醸成等、社会環境の充実や整備が求められると考えられた。あわせて、特に男性については疾病予防対策も介護予防にとって重要であると

考えられた。今後本研究から得られた知見を、効果的な介護予防対策へとつなげていく必要がある。

■要介護認定率は、軽度・重度ともに75歳以降から上昇する傾向が認められた。

■軽度要介護については、高年齢、罹患疾患有（男性のみ）、独居、就労無、社会参加無が独立して要介護になりやすいという関連を示した。

■重度要介護については、男女ともに、高年齢、社会参加無が、より要介護になりやすいという独立した関連が明らかとなった。

また、男性では、罹患疾患有、就労無も重度要介護との関連が認められた。

■男女ともに「社会参加無」が最も強く、重度要介護に関連する要因であった。

■年齢や罹患疾患等の加齢・身体状況よりも、就労や社会参加といった社会的要因の方がより高いオッズ比が認められた。

■中規模都市における高齢者介護二次予防対象者把握事業を通して、3年後の要介護認定

に関連する要因を、主に社会的側面を中心に縦断的に検討することを目的とした。

【対象者】以下の条件を満たす住民 計28,413名
■大阪府枚方市内に居住（枚方市:人口約41万人のベットタウン）
で要支援、要介護認定を受けていない（ベースライン時点）

■ 65歳以上（ベースライン時点）

【方法】
■自記式郵送調査

(枚方市介護二次予防事業対象者把握事業の一環として実施)

■ 3年度の要介護認定との関連性を分析した

3年後

分析対象者合計 22,328人

分析対象者人数

【調査項目】
■属性 （性別、年齢）
■ベースライン郵送調査：基本チェックリスト（厚生労働省作成の25項目）、
枚方市独自の質問項目(同居者の有無、 疾病の有無と種類、枚方市内居住年数、
社会参加活動の有無等10項目)

■ 3年後要介護度（枚方市の要介護認定情報より）

【分析】（SPSS ver24使用、有意水準は５％）

■2群比較：χ２検定、T検定、3群間比較：一元配置分散分析（Bonferonni法）
多重解析：多項ロジスティック回帰分析

従属変数＝調査実施3年後の要介護認定
(軽度：要介護度1・2、重度：要介護度3-5)

独立変数＝年齢、疾患、独居、社会参加、就労の有無（ベースライン時）

都市部地域在住高齢者の3年後要介護に関連する
社会的要因の縦断的検討 樺山 舞１）、神出 計１）

１）大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻

全体 男性 女性 p

人数％ 22,328 (100.0) 10,405 (46.6) 11,923 (53.4)

年齢(SD) 71.6 (5.8) 71.7 (5.7) 71.6 (5.9) .857

要介護認定者
要介護度1-2

要介護度3-5

998(4.5%)

606(2.7%)

392(1.8%)

460(4.4%)

270(2.6%)

190(1.8%)

538(4.5%)

336(2.8%)

202(1.7%)

.455

疾患有無(有，％) 14,799(68.9%) 7,000(69.2%) 7,799(68.6%) .291

独居(有，％) 3,028(13.7%) 851(8.2%) 2,177(18.5%) <.001

就労(有，％) 5,009(22.8%) 3,236(31.6%) 1,773(15.1%) <.001

社会参加(有，％) 12,323(56.2%) 5,335(52.2%) 6,988(59.7%) <.001

居住年数
(20年以上)

19,428(87.5%) 9,105(87.9%) 10,323(87.2%) .102

対象者背景1
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対象者人数 要介護認定なし
要介護度１・２ 要介護度３－５

女性 要介護認定なし 要介護度1・2 要介護度3-5 p

年齢 （歳 ±=SD） 71.3(±5.6) 78.2(±6.6) 79.3(±7.4) .063

疾患有無 (有 n，％) 7,396(68.0) 250(79.1) 153(81.8) 1.00

独居(有 n，％) 2,049(18.3) 91(27.8) 37(18.7) .027

就労(有 n，％) 1,748(15.6) 16(5.0) 9(4.8) .097

社会参加(有 n，％) 6,775(60.5) 145(45.6) 68(36.0) .005

居住年数
(20年以上 n，％)

9,873(87.3) 281(84.9) 169(84.5) 1.00

男性 要介護認定なし 要介護度1・2 要介護度3-5 p

年齢 （歳 ±=SD） 71.4(±5.5) 77.5(±6.6) 76.2(±7.0) .034

疾患有無 (有 n，％) 6,640(68.7) 216(84.4) 114(78.3) .510

独居(有 n，％) 805(8.2) 29(10.9) 17(9.0) 1.00

就労(有 n，％) 3,178(32.4) 33(13.1) 25(13.9) 1.00

社会参加(有 n，％) 5,153(52.6) 108(43.0) 74(41.1) 1.00

居住年数
(20年以上 n，％)

8,714(88.0) 229(86.1) 162(85.3) 1.00

対象者背景2

男性
要介護度1・2

OR(95%CI)                p
要介護度3-5

OR(95%CI)                p

年齢 1.16 (1.15–1.18) <.001 1.16 (1.14–1.18) <.001

罹患疾患(有=1) 1.48 (1.18–1.86) .001 1.32 (1.01–1.73) .040

独居(有=1) 1.33 (1.06–1.65) .013 0.96 (0.71–1.30) .800

就労(無=1) 1.98 (1.45–2.71) <.001 1.99 (1.37–2.90) <.001

社会参加 (無=1) 1.74 (1.46–2.08) <.001 2.21 (1.77–2.77) <.001

女性
要介護度1・2
OR(95%CI)                  p

要介護度3-5

OR(95%CI)                  p

年齢 1.17 (1.15–1.19) <.001 1.19 (1.16–1.22) <.001

罹患疾患(有=1) 1.23 (0.92–1.65) .162 1.33 (0.90–1.96) .150

独居（有=1) 1.44 (1.10–1.88) .008 0.98 (0.68–1.43) .928

就労(無=1) 1.85 (1.08–3.18) .026 1.70 (0.84–3.41) .139

社会参加 (無=1) 1.67 (1.31–2.13) <.001 2.51 (1.81–3.47) <.001

Multinominalロジスティック回帰分析従属変数：要介護度（認定なし・軽度・重度）

3年後要介護に関連する要因の検討
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■3年後の要介護状態には、高年齢や罹患疾患有といった年齢・身体的な要因だけではなく、社会的要因が関連することが明らかになった。これらは、先行研究で

報告されている結果（Takeuchi et al. 2013等)を支持するものである。特に本研究では、これら社会的要因が、罹患疾患有りという身体的要因よりも強い関連を示し

た。社会参加を促進する環境づくりは、要介護を予防するために非常に重要な介入であることが示唆される結果であったと考えられる。

■要介護状態のレベルによって、そこへ至る機序には違いがあることが推察された。また、罹患疾患は男性では関連を示すが、女性では関連しないことから、要介護

状態を予防するための疾患予防への効果的な介入アプローチは性別により異なることがと推察された。

■男女ともに独居は軽度要介護状態に関連を示すことから、独居者では徐々に要介護状態へ至る道筋をたどるフレイルの機序に陥りやすい生活習慣が推察された。

独居高齢者の生活背景を踏まえた介護予防介入が重要であると考えられた。

■限界：本結果は、3年後アンケートは実施していないため、要介護認定の直接の原因疾患が把握できていない。また、具体的な生活習慣や心身状態等のデータがない

ため、これらの機序については明らかではない。しかし、一方で本研究は枚方市全体における悉皆調査でありかつ高い回答率が得られているため、地域在住の多様な

対象者を捉えることができた重要な知見であるといえる。今後、実践に活かすための、介入効果を検証していく必要がある。

年齢別3年後要介護状態の割合

各要因の3年後要介護認度別比較

背 景

目 的

方 法

結 果

考 察

結 論

OR:オッズ比

ソーシャル
キャピタル

信頼
家族、友人、
近隣、地域へ

の信頼

ネットワーク
地域活動や趣味活
動、近所づきあい

互酬性の規範
互いに助け合う事、
ボランティア活動や

地域貢献

健康

（個人・地域）

居住年数
社会参加

就労

疾患有無年齢

＜質問紙返送＞ 83.4%

23,694人（男性10,405人）

要介護認定無し

21330人(95.5％)

（男性9945人）

要介護度１-2

606人(2.7％)

（男性270人）

要介護度3～5

392人(1.8％)

（男性190人）

＜除票者＞
死亡：695人（男性490人）

転出等：340人

P：男性ｖｓ女性

P：要介護度1・2ｖｓ4-5

第20回日本地域看護学会学術集会, 2017 より一部改変
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