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我々は，要介護高齢者における介護支援量を示す介護度と日常生活自立度との関係を検討した。介

護度は，介護業務における関わり度・困難度・必要度の介護評価で数量化して設定した。それと厚生

省の障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)と痴呆性老人の日常生活自立度(痴呆度と略す)との

関係を検討した。 1995年12月の西日本における配票調査で，要介護高齢者1208名を分析した。

寝たきり度が増悪すると介護度も上昇していた。寝たきり度8-2で高値となり， C-1で、若干低値となって， C-2 

でさらに8-2より高値となる二相性の傾向を示した。介護度と寝たきり度との相関係数は0.245で若干の正の相

関を認めた。介護度と痴呆度では，痴呆度が高くなるに従って次第に介護度も高くなる傾向を認めた。介護

度と痴呆度との相関係数は， 0.277で若干の正の相関を認めた。介護度と8arthelIndexは一0.254，老研式活

動能力指標とは一0.240と若干の負の相関関係を認めた。寝たきり度と痴呆度等の心身の障害により，相加的

には介護度が上昇するも，その相関関係は低かった。

日常生活自立度は，心身の障害度を捉えてだけでは，個々の生活での介護支援量は把握できない。

介護保険制度において，障害モデルによる日常生活自立度や要介護度(要介護状態区分等)だけでは介

護支援量を判定できないので，介護モデルによる介護度を新たに構築する必要がある。

キーワード 要介護高齢者，介護度，介護保険，要介護度，日常生活自立度
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はじめに

要介護高齢者に対する自立支援には，心身の

障害度と痴呆度を示す日常生活自立度と介護支

援量を示す介護度などにより，その介護ニード

を把握し，その個別性と多様性に対応しながら

日常生活を介護支援する必要がある 1-3) 

要介護高齢者に対しては，高齢者の自立支援

の理念に基づく新介護システムの創設が提言さ

れている。 1996年4月に「高齢者介護保険の創

設について(老人保健福祉審議会) Jから介護

保険制度が提唱され4) 介護保険関連三法案が

1996年11月に国会に提出され， 1997年12月9日

に国会で修正の上可決され， 2000年4月から実

施となった。

要介護高齢者の評価基準として， 1991年から

厚生省老人保健福祉部は「障害老人の日常生活

自立度(寝たきり度)判定基準J5) と1993年に

は厚生省老人保健福祉局は「痴呆性老人の日常

生活自立度判定基準J6) ならびに1996年老人保

健福祉審議会にて要介護度による要介護高齢者

の要介護認定基準の提唱がなされている 4)要

介護高齢者は，介護保険制度では日常生活自立

度判定基準を基本的構築とする要介護度認定基

準により， 6段階の要介護状態区分等に要介護

認定審査される。その日常生活自立度は，要介

護者のケアマネジメント・ケアプランの策定基

準の基本的評価基準になっている。

しかし，日常生活自立度は，障害モデ、ルによ

る障害度と痴呆度を主体に設定されており，そ

れだけは心身の障害度のみが明らかになるだけ

である。日常生活自立度と介護支援量が常に一

致しているとは限りません。その要介護高齢者

への介護業務の介護負担度や実働量については

多くの報告がみるが，保健福祉機関別の介護・

看護・指導業務も含めてその要介護高齢者の日

常生活自立度との関係、について，巾広く比較検

討した報告はほとんどない状態である 7-9)。障

害モデルから構築される要介護度(要介護状態

区分等)のみでは，特に重要な各々の要介護高

齢者への個別の介護支援量を判定するのは不可

能である。

我々は，個別の介護支援量をも総合的に示す介

護モデルからの介護要因を介護評価して設定す

る介護度の開発と研究を展開してきている。そ

れを今回は，厚生省の障害老人の日常生活自立

度(寝たきり度)と痴呆性老人の日常生活自立

度(痴呆度と略す)との関係を検討した。

対象と方法

介護度は，要介護高齢者への直接処遇におけ

る介護支援業務における関わり度(どれほど関

わっているか) ・困難度(どのように困難があ

るか) ・必要度(どのように必要であるか)を

それぞれ6段階評価にて調査し，それらより介

護度を数量化し統計解析した 1)。その調査対象

として， 1995年12月から西日本地区の保健福祉

機関へ配票調査を行い，介護に主体的に関わっ

ている保健福祉機関の要介護高齢者事例1208名

から介護度と日常生活自立度を分析した。

要介護高齢者の日常生活自立度評価基準とし

ては障害老人の日常生活自立度(寝たきり

度)判定基準J (平成3年厚生省老人保健福祉

部) 5) (表1A) と「痴呆性老人の日常生活自立

度判定基準J (痴呆度と称する0) (1993年厚

生省老人保健福祉局) 6) (表1B) により上記事

例の介護度を判定し検討した。介護支援業務の

調査内容は老人・障害者(児)援助業務に

関する調査報告書(第1，2報告，岡山県立大学

短期大学部， 1994， 1995年) 10-11) Jを基にし，

「高齢者障害者保健福祉分野における日常生活

介護業務に関する調査(1997年) 12) Jにて，さ

らに介護，看護，保健福祉職関連の介護支援業

務を追加して，総計80項目を設定した 1) 要介

護高齢者に対するそれぞれの介護支援業務の程

度を，関わり度・困難度・必要度による6段階

の介護評価にて調査した。要介護者への介護支

援を総合的に示す介護度を，その介護支援業務

の関わり度・困難度・必要度の関係から設定し

た。さらに日常生活自立度と関連の深い日常生

活活動 (ADL)の指標であるBarthelIndexJ:l)と

日常生活関連活動の(IADL)の指標である老研

式活動能力指標凶と介護度との関係も検討した。

その介護度と日常生活自立度と比較検討した。

介護度と日常生活自立度との相関関係、の検定を

Spearmanの順位相関係数にてそれぞれ検討した。

統計解析は， SPSS(SPSS 6.1J， Norusis SPSS 1 

nc.)を使用した。

結果

介護度と日常生活自立度である寝たきり度と

痴呆度との関係、を検討した。寝たきり度が増悪

するとともに介護度も上昇していた。介護度は

寝たきり度中等度B-2で高値となり，重度C-2で

若干低値となって，最重度C-2でさらにB-2より

高値の二相性の傾向であった(図1) 0 介護度

と寝たきり度との相関係数は0.245(α く0.01)で

若干の正の相関を認めた。

介護度と痴呆度との関係は，痴呆度が高くな

るに従って次第に介護度も高くなる傾向を認め

た(図3)。ただ各ランクごとの差は非常に少

ない反面，軽度Hランクでの家庭内 (IIa) と

外(II b) ，中等度皿ランクでの日中(皿a) と

夜間(皿b) との問の差異が顕著であった。介
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表 1 A 障害老人の日常生活自立度判定基準
(厚生省、 1 9 9 1年)

活生立自

…障 害 一 る が 日 枯 …

ランク J
ており独力で外出する

l 交通機関等を利用して外出する

2. 隣近所へなら外出する

屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには

準寝たきり

外出しない

ランク A
1.介助により外出し、日中はほとんどべ y ドから

離れて生活する。
2. 外出の頻度は少なく、日中も寝たり起きたりの

生活をしている

屋内での生活は何等かの介助を要し、日中もべ y ド

よでの生活が主体であるがl主位を保つ

寝アきりこ

ランク B 1.車椅子に移乗し、食事、俳i也はべ y ドから雌れ

て行う
2 介助により事情子に移釆する

一日中ベソト上で過ごし、羽l'i1J.I:、食事、着替えにお

ランク C
いて介助を要する

1.自力で寝返りをうつ
2 自力では寝返りをうたない

表 18 痴呆性老人の日常生活自立度判定基準
(厚生省、 1 9 9 3年)

何らかの痴呆を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ

自立している。

II B常生活に支峨を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが

多11I1 少ab 見Iら家家れ庭庭て外内もでで、上誰も上記か記日がのI注I状の意状態し態がて見がい見れられらばれる自.る立。でき る.
唱 ・・・・.

III 日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが
ときどき見られ、介護を要する。

(ii.:..1 夜日間中をを中中心，乙、とと ししてて上よ記記IiiI!!のの状状態態がが見見らられれるる。。

IV 日常生活に支障来たすような症状・行動や意志疎通の困難きが
頻繁に見られ、常に介護を必要とする。

M 者しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾恐が見られ専

門医療を必要とする。

護度と痴呆度との相関係数は， O. 277 (α く0.01)
で若干の正の相関を認めた。

介護度を寝たきり度と痴呆度を併せて包括的

に検討すると，軽度寝たきり度と痴呆度の場合

は，介護度も軽度であり，同様に重度寝たきり

と重度痴呆度の場合には介護度は最重度となっ

た(図4) 0 寝たきり度あるいは痴呆度のどち

らかが中等度以下の場合には，介護度は低値のま

まで、あった。逆に中等度上の寝たきり度と痴呆度

の場合にはかなり介護度が高値となっていた。

寝たきり度と痴呆度とが，単に線形回帰直線の

介護度と寝たきり度
200-
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比例関係により介護度は上昇していなかった。

介護度と日常生活自立度のばらつきが顕著で

あった。

介穫度

阻・ Db U; 

痴呆性老人の

日常生活自立度

図3 介値度と寝たきり度および痴呆性老人の日常生活自立度との関係

さらに日常生活自立度と関連の深い日常生活

活動 (ADL)の指標であるBarthellndexと老研

式活動能力指標と介護度との相互関係を検討し

た。介護度とBarthellndexは-0.254(α<0.01) 
と若干の負の相関関係、を認めた。介護度と老研

式活動能力指標とも同様に-0.240(α< 0.01)と
負の相関関係を認めた。介護度と他の障害指標

表2 介限度、日常生活自立度{寝たきり度、痴呆度)

Barthel Index、老研式活動能力指数との稲関関係

024l! 0277 -0.354 -0.24 
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-0.421 -0.571 
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との相関関係、は低値にもかかわらず，障害指標

それぞれの相関関係は比較して高値である(表2)。

寝たきり度とBarthelIndexとは，一0.835と強

い負の相関関係を認めた。痴呆度とBarthelIn 

dexとは， -0.421と弱し、負の相関を認めた。寝

たきり度と老研式活動能力指数とは， -0.596と

中等度の負の相関関係を認めた。痴呆度と老研

式活動能力指数とは，一0.571と中等度の相関を

認めた。介護度の信頼度である内的整合性 (Cr
onbachα) については， 6項目で0.87，25項目

で0.82であった。

考察

2000年4月から実施される介護保険制度によ

る新介護システムの基本理念として自立支

援j を掲げ，高齢者が自らの意志に基づき，自

立した質の高い生活を送ることができるように
支援することが目指されている 4) 15) しかし，

心身の障害からの自立支援だけが，介護するた

めの最終目標ではなしい)。自立支援は，障害モ

デルの最終目標にはなり得ても，介護モデルの

最終目標とはならない要介護高齢者が現実に多

くいるからである。たとえば最重度の寝たきり

老人や痴呆性老人の場合など，いくら介護支援

しでも自立に至るという目標に達し得なし、から

である O

今回，介護要因により構築される介護モデル

に基づく介護度と障害モデルの指標で、ある日常

生活自立度との関係の研究を行った。研究の結

果からも，介護度と日常生活自立度の関係、は，

若干の相関関係を認めるのみで，ぱらつきも多

く，日常生活自立度のみでは介護度は判定不可

能である。寝たきり度ど痴呆度との関係、も，両

者の直線関係、の相関関係でのみ介護度は上昇し

ていない。とくに日常生活自立度の中等度の場

合には，特に介護度の判定は困難であった。他

のADLとIADLの指標であるBarthelIndexや老研

式活動能力指数等にでも同様な結果であった。

日常生活自立度は，単に心身の障害度と痴呆度

のみを捉えており，個々の生活するうえでの介

護支援量は示されていない。つまり障害モデ、ル

だけでは，介護支援量を判定できないので，新

介護システムには，介護モデルの指標で、ある介

護度の確立が必須である 2)

寝たきり度と痴呆性老人の日常生活自立度判

定基準による高齢者状態像で，要介護度の認定

基準が I--VIまで分類されている 4) (図4)0 (高

齢者ケアサービス体制整備検討委員会(1997年5

月)では，自立・要支援・区分1'"'-'5'こ分類され

ている則。) この要介護度は， 日常生活自立

度や介護負担感をもとに体系化され，その基本

的構成因子として身体的負担度と精神的負担度，

介護回数や時間の因子等で構築されている 2) ， 

7引， 17)しかし，要介護度の策定された結果で

は，主に障害モデルに基づいており，介護モデ

ルに関する検討が非常に乏しいと思われる。要

介護度だけでは，要介護高齢者の心身の障害度

が判定されるだけであり，それだけではケアマ

ネジメント・ケアプランの策定はできない。

図4 障害老人の自立度判定基掌 '111呆性老人の自立度判定基準と要介橿度との関係

を繊式化した図・老人保健福祉・踊会、 1996年)

J

」
J

し

a

b

a

b

n M ~ m a Q a 

/J 

'v1 

M 

-E渇磁習間長司剛If圃到臨書a習慣瑠u事開明司F鐸9~悶踊匝ヨ・

(注) 1. この図は、陣嘗老人の自立度判定着場、痴呆性老人の自立度判定書庫湘と要介

穫度との関係を示す.式図例

2. _織は要介Ii度別の高齢者が自立度判定道場のどのランタに該当するかを

示したものである.

3. _織は関までは対象者がなかったが、高齢者の状態像として予想される範

回を示したものである.

1996年度厚生省では，全国60ケ所にてモデル

的に要介護度の試行を行い，その調査研究結果

を「高齢者ケアサービス体制整備委員会報告に

ついてJ (I997年5月)で報告している16) 5， 563 

人の調査票からの電算機による要介護度一次判

定に対して，モデル介護認定審査会で、二次判定

が行われた。その二次判定により要介護度を変

更された件数は1，538件 (27.6010)にもおよび¥

変更がなかったのは3，976人の (71.5%) にす

ぎなかった。その変更された理由として，介護

上の判断 (37.9%) ，判定基準 (22.2010) であ

り，ほぼ約6割が要介護度の判定基準に関連す

る事項であった。要介護度認定基準が心身の評

価を主体とする障害モデルで、判定している限り，

いつまでもその妥当性は7割以下で改善困難と

認識される。

要介護高齢者は，要介護度だけで判定するの

ではなく，本来は介護を受けている対象者がど

のように介護により支援されているかを示す介

護度で評価し判定すべきである 2)。まずその介

護度と要介護度との差違により，新たに社会的

に支援すべき介護支援量が策定できるのであるむ

要介護者に個別対応できる介護支援の指標であ

る介護度の創設が必須である。
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これからのケアマネジメント・ケアフランと

保健福祉システムにおける介護の社会化における各

種サービスの適応と連携を図る場合にIH 加，介

護度により，その適切なる介護サービスの適応

を決定することが可能となる勺要介護高齢者の

要介護度だけの基準で，介護サービスを連結す

るだけでなく，そこに介護度という新たな基準

を設けることにより効率的な社会資源の活用が

可能となるのである 21) 今回の介護度と日常生

活自立度を比較検討した"介護度により， 日常

生活に関連した適切な介護業務指標を求られる

ことが示唆されたu

新たな介護システムの構築を目指して公的介

護保険制度によるケアマネジメント・ケアフラ

ンの策定が検討されているけ)こそれらωアセス

メントの項目とその問題領域だけを査定するだ

けではなく，介護度の総合的指標で要介護高齢

者の個別性や家族の介護状況に応じて策定すべ

きである l 介護度は，介護保険制度における保

健医療福祉の連携と統合に対応した要介護高齢

者の効率的なケアマネジメントとケアフランに

よる保健医療福祉システムの再構築には必須で

ある lH 川 介護度1'1，保健医療福祉分野の介

護支援の量と質的向上をめざし，その効率化の

ためにも，是非とも必要な指標である 21世紀

の少子長寿社会を展望した新しい介護保険シス

テムの構築には，まず介護度を確立する必要が
ある川 J())
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図1 障害老人の日常生活自立度判定基準・痴

呆性老人の自立度判定基準と要介護度と

の関係(老人保健福祉審議会， 1996) 

図2 介護度と寝たきり度(障害老人の日常生

活自立度)との関係

図3 介護度と痴呆性老人の日常生活自立度ど
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図4 介護度と寝たきり度及び痴呆性老人の自

立度との関係
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An investigation of the relationship between the Kaigo index and the degree of 
independent living for the elderly and disabled 

Hiroshi Sumii*l and Katsuyuki Ebara時

*1 Department of Physical Therapy， Hiroshima Prefectural College of Health and Welfare 
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Abstract 

The relationship between the Kaigo index and the level of independent living of bedridden or 

demen ted e 1der ly was investigated in this study. The K;ugo index， which is composed of the invol vement， 

di fficulty， and necessity of the whole care given to the elderly and disabled， was created for the 

evaluation of the actual care given. The criteria of bedridden and demented elder1y was established 

by the Mi nistry of Heal th and We lfare. 1208 di sabled e lder ly in West J乱panwere se 1 ected and surveyed 

wi th mail quest ionnaires wi th regard to the 80 care duties. 

Various changes in score on the Kaigo index resul ted from the degree of independent living (JL) 

of the bedridden and demented elderly. The Kaigo index and the degree of IL bore a small correlation 

coefficient (bedridden r二O.245， demented rニ0.277). An inverse proportion was detected in the Kajgo 

index and the middle degree of IL. As the degree of the bedridden state or dementiel got worse， 

most of the Kaigo index gradually became higher. 

The eval uation of the e lder1 y for adaptat ion to care plan and care management shou ld not be based 

only on the need for care， but a1so on the 必1igoindex which ref1 ects both the quanti ty and qu礼lity

of care services. The eligibility criteria 01' insurance for long-term care in 21st Century in Japan 

with only physical孔ssessmentsystem could not be determined without the Kaigo index. 

Key words: the elder ly caregi ven， Kaigo index， long-term care insurance， the eli gi bi li ty cri teria 

of insurance independent living 
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