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論文

在宅サービス 何が足りないのか?
一家族介護者の介護負担感の分析-

岸田研作*1 谷垣静子*2

抄録

目的:現在の在宅サービスが対応できていない介護負担感を測定し、今後整備すべき在宅サービスや施設への公平な入

所基準について検討する。

対象と方法:対象は、中国地方の 2つの市に在住する要介護者がいる 725の同居世帯である。介護負担の要因には様々

なものが考えられるが、特定の介護負担要因に対応したサービスが適切に消費できていれば、その介護負担要因は介護負

担として顕在化しないはずである。例えば、夜間介護の必要性があっても、夜間介護に対応したサービスがあれば、夜間

介護が必要な要介護者を介護している介護者と夜間介護が必要でない要介護者を介護している介護者の介護負担に差はな

いはずである。そこで、主介護者の介護負担感尺度を、様々な介護負担の要因に回帰した。介護負担感の指標としては、

日本語版Zarit介護負担感尺度を用いた。
結果:以下の数値は、介護負担感尺度の点数である。在宅サービスが対応できていない介護負担要因は、要介護者の不適

応行動が激しい場合に事業者側の都合でショートステイの利用を手控えている (14.9)、夜間介護(7.1)、要介護者と主介護者

の関係が良くないこと (5.4-15.8)、介護者の自覚症状数(1つに付き2.3)、家事負担(4.6)があった。要介護者の容態の急

変可能性が大きいこと (9.4)は負担感を増加させるが、医療体制の整備は負担感を抑制した(・7.6)。身体障害が軽く痴呆が

重い場合と身体障害が重く痴呆が軽い場合に、介護負担感が高かった。盲Ij介護者が1人増えると負担感は1.7下がった。

考察:現在の在宅サービスが対応できていない介護負担感の要因は多様であり、それらに対応した新しいサービスやサ

ービス提供のあり方の工夫が望まれる。本稿の推定結果より状態像別の家族介護者の介護負担感が計算できる。それは、

超過需要状態にある特別養護老人ホームへの公平な入所基準として利用できる。

キーワード:介護負担感、特別養護老人ホーム、介護保険

1 .はじめに

介護保険が作られた目的には様々なものがある

が、その 1つに、在宅介護を担う家族の介護負担

の軽減がある~これは、次の 2つの理由により、

非常に重要な政策課題であると考えられる。第 1

に、これまでわが国では圧倒的に介護サービスが

不足し、家族介護者の負担は、しばしば「介護地
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獄」と称されるほど過酷なものとなっていた。こ

の問題はマスコミでも大きく取り上げられ、深刻

な社会問題となっていた。第 2に、現在重度の要

介護者が在宅介護を継続するには家族による介護

が不可欠で、あり、介護保険のサービスはその補完

という位置づけになっている。従って、家族介護

者に対する過重な介護負担は在宅介護を破綻させ

ると考えられる。在宅介護から施設介護へのシフ

トは介護費用を増大させるだけでなく、在宅での

生活を願う要介護者本人の希望にも反する。

現在、都市部を中心に施設サービス、特に、特
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別養護老人ホームは超過需要の状態であり、措置

制度の時代と同様多くの待機者が存在する。厚生

労働省2)によると、 2004年11月時点の全国の待機

者数は33万8千人にのぼる。それに対して、国や

自治体は次の 2つの方針を打ち出している。第 1

の方針は、在宅介護の継続を促進するために、在

宅サービスの基盤整備を進めることである。しか

し、介護保険発足後 5年間で在宅サ}ピスの消費

総額は 2倍以上に増え、財政の圧迫要因となって

いる。また、介護保険導入前後で家族介護者の介護

負担感に差が無いという結果が報告されている九

したがって、今後限られた財源の中で効率的に在

宅サービスの基盤整備を行うには、現在の在宅サ

ービスが対応できていない介護負担要因を明らか

にする必要がある。第2の方針は、必要性の高い

者から優先的に特別養護老人ホームに入所させる

ことである。自治体の多くは、入所の必要性の基

準として、要介護者の重症度や介護者の健康状態

によって設定された点数を用いている。しかし、

どのような項目に対してどのような点数付けを行

うべきかについての客観的な根拠は示されておら

ず、自治体によって点数の付け方が異なる 4.5)。現

在の在宅サービスが対応できていない介護負担の

大きさを測定できれば、それは、入所の必要性の

基準として用いることができるだろう。

本稿の目的は、現在の在宅サービスが対応でき

ていない介護負担要因とその大きさを明らかにす

ることである。なお、本稿で在宅サ}ピスという

言葉を使う場合、配食サービスなどの介護保険対

象外のサービスも含むが、施設的な性格が強い痴

呆対応型共同生活介護や特定施設入所者生活介護

は除くものとする。

2 .研究方法

(1) データ

データは、我々が行った独自調査である。調査

は、 2004年8月から 10月にかけて行った。調査母

体は、 2004年4月時点に介護保険の在宅サービス

を利用していた世帯であり、在宅の入所申請世帯

から無作為抽出された423世帯と非入所申請世帯

から無作為抽出された1.089世帯からなる(計

1，512)。調査票は、世帯票とケアマネジャー票か

らなる。世帯票については、世帯を担当するケア

マネジャーが訪問対面調査を行い、単身世帯の回

答者は要介護者本人、同居世帯の回答者は主介護

者である。ケアマネジャー票は、世帯の介護状況

に対するケアマネジャーの判断や要介護者の重症

度をケアマネジャー自身が記入する。調査母体の

抽出及びケアマネジャ}が所属するサ}ピス事業

者に依頼する調査票の割り振りは、両市の介護保

険課が行った。回収された調査票は 1，012通

(66.9%)であった。本稿で用いるのは、そのうち

の、分析に必要な変数の欠損値があるものを除く

725の同居世帯分である。調査協力が得られたケ

アマネジャーが所属する事業所に対しては、調査

1件につき 2，100円の謝金を支払った。筆者らが

回収された調査票を入手した時点で、被保険者番

号や氏名などの個人を特定できる情報はすべて消

去されるように調査設計を行った。従って、個人

のプライバシーを侵害する恐れは無い。以下、介

護者とは要介護者の家族である主介護者を指すも

のとする。

(2)方法

介護負担の要因には、認知症による不適応行動

や介護者自身の健康問題、夜間の介護など様々な

ものが考えられる。しかし、介護負担の要因に対

応したサ}ピスが適切に消費できていれば、介護

負担の要因は介護負担として顕在化しないはずで

ある。その場合、特定の介護負担要因を抱える介

護者と抱えない介護者では介護負担に差が生じな

いはずである。例えば、夜間介護が必要な要介護
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者を抱える世帯が夜間介護に対応したサービスを

充分適切に消費できているならば、その世帯の介

護者と夜間介護が必要でない要介護者の介護者の

負担に差はないはずである。逆に言えば、介護者

間で介護負担に差がある場合、それは特定の介護

負担要因に対応するサービスが存在しないこと

や、適切なサ}ピスの消費が何らかの要因で阻害

されていることが原因となっている可能性が考え

られる。例えば、現在の介護サービスが夜間介護

の負担を軽減するというニーズに充分答えられて

いないとすると、夜間介護をしている介護者は、

夜間介護をしていない介護者よりも負担が高くな

るだろう。また、自己負担があるので低所得者ほ

ど介護負担を軽減するのに必要なサービスの利用

を手控えるならば、世帯の貧富により介護者の負

担に差が生じると考えられる。我々は、介護者の

介護負担の指標を、介護負担に影響すると考えら

れる様々な個人・世帯属性に回帰する。もし、現

在の在宅サービスが、あらゆる介護負担の要因に

充分対応できているならば、すべての説明変数の

係数は Oとなるはずである。逆に、有意に Oで無

い係数を持つ変数が存在すれば、それは現在の在

宅サ}ピスが対応できていない介護負担要因や適

切なサービスが充分に消費されるのを阻害する要

因を反映していると考えられる。

介護負担の指標としては、 Zaritの介護負担感尺

度日本語版を用いる。 Zarit・他 6)は、介護負担を、

「親族を介護した結果、介護者が情緒的、身体的

健康、社会生活および経済状態に関して被った被

害の程度Jと定義した。そして、彼らがこの定義

に基づいて作成した介護負担感尺度6)は、現在欧

米でもっとも広く用いられているものの 1つであ

る。負担感尺度は、介護者に介護負担感について

尋ねる22問の質問を行い、 5段階得点として得ら

れたそれらの回答の合計得点で、ある。 Arai・他7)

は、その日本語版を作成し、妥当性と信頼性を検

証した。質問文は、表1に示している。推定式は、

以下のとおりである。

y=β0+ s lXl +β2X2 +β3X3 + s 4X4 +μ 

Yは日本語版Z訂 it介護負担感尺度であり、介護

がもたらす負効用である。説明変数の定義は、表

2に示している。若干の例外はあるものの、介護

保険のサ}ピスは公定の均一価格なので、価格は

説明変数に含まれない。 Xlは、要介護者の重症度

をあらわす変数群であり、以下の 2種類について

それぞれ推定を行う。 1つは、障害老人の日常生

活自立度(以下、障害自立度)と痴呆老人の日常

生活自立度(以下、痴呆自立度)の組み合わせ、

夜間介護の必要性、容態の急変可能性である。も

う1つは、要介護度である。日常生活自立度の定

義は、論文末の付論に示している。 X2は介護の状

況、 X3は主介護者の属性である。 X4は、在宅サー

ピス利用の制約要因である。予算制約をあらわす

変数として介護保険料段階を用いる。その他の制

約要因として、要介護者の意向又は事業者側の都

合でサービス利用が阻害されている場合、ケアプ

ランが不適切な場合を考慮した。認知症が重度で

ある場合、要介護者を短期間預かつてくれるショ

}トステイは、介護者の疲労の回復に役立つと考

えられる。従って、ショートステイの利用が手控

えられることによる介護負担感は、要介護者の痴

呆自立度によって異なる可能性が考えられる。そ

こで、痴呆自立度E以上ダミーとショートステ

イ・ダミーの交差項も用いる。事業者側の都合で、

ショ}トステイ以外のサービスを一括したのは、

ショートステイ以外では事業者側の都合でサービ

ス利用を手控えている世帯がほとんどなかったか

らである。 μは撹乱項である。推定は、標本抽出

倍率で重み付けをした最小二乗法で行う。
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表 Zarit介護負担感尺度日本語版

それぞれの聞いに対して、「思わないJ(0)、 「たまに思うJ(I)、 「時々 思うJ(2)、 「よく思うJ(3)、 「いつ

も思うJ(4)のうち一つを選択。問22については、「全く負担ではないJ(0)、 「多少負担に思うJ(I)、 「世間並

みの負担だと思うJ(2)、 「かなり負担だと思うJ(3)、 「非常に大きな負担であるJ(4)のうち一つを選択。

1 介護を受けている方は、必要以上に世話を求めてくると思いますか

2 介護のために自分の時間が十分にとれないと思いますか

3 介護のほかに、家事や仕事などもこなしていかねばならず「ストレスだな」と思うことがありますか

4 介護を受けている方の行動に対し、困っていると思うことがありますか

5 介護を受けている人のそばにいると腹が立つことがありますか

6 介護があるので、家族や友人と付き合いづらくなっていると思いますか

7 介護を受けている方が将来どうなるのか不安になることがありますか

8 介護を受けている人は、あなたに頼っていると思いますか

9 介護を受けている人のそばにいると、気が休まらないと思いますか

10 介護のために、体調を崩したと思ったことがありますか

11 介護があるので、自分のプライパシーを保つことができないと思いますか

12 介護があるので、自分の社会参加の機会が減ったと思うことがありますか

13 介護を受けている方が家にいるので、友達を自宅によびたくてもよべないと思うことがありますか

14 介護を受けている人は「あなただけが頼り」というふうにみえますか

15 いまの暮らしを考えれば、介護にかける金銭的な余裕がないと思うことがありますか

16 介護にこれ以上の時聞を割けないと思うことがありますか

17 介護が始まって以来、自分の思いどおりの生活ができなくなったと思うことがありますか

18 介護をだれかに任せてしまいたいと思うことがありますか

19 介護を受けている方に対して、どうしていいかわからないと思うことがありますか

20 自分は今以上にもっと頑張って介護をするべきだと思うことがありますか

21 本当は自分はもっとうまく介護ができるのになあと思うことがありますか

22 全体を通してみると、介護をするということは、どれくらい自分の負担になっていると思いますか

3. 結果

(1)記述統計

表 3.1は、日常生活自立度と要介護度の分布を

示している。 63.0%の要介護者に、日常生活に支

障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難

(痴呆自立度のランクがE以上)がみられた。

表 3.2は、日常生活自立度と要介護度以外の変

数の記述統計である。 Zarit介護負担感尺度の点数

は、 32.3:!:17.7点(平均点±標準偏差)であった。

表には示していないが、 Cronbachα係数は0.93で

あり、高い信頼性(内的整合性)を示した削

45.8%の介護者が夜間の介護をしていた。容態

が急変する可能性が非常にある介護者は15.9%で

あった。そのうちすぐに医師や看護師にみてもら

える体制が整っているものは、 57.2%であった。

副介護者数は平均1.0人であった。 12.8%の介護者

が複数の者を介護していた。

介護者の平均年齢は62.8歳で、男性は19.4%で

あった。介護者は、平均的に2.4個の自覚症状が

あった。要介護者との関係は、「良いJ(48.1%)、

「どちらかといえば良いJ(30.3%)、「どちらとも

えないJ(16.1%)、「どちらともいえない又は良く
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表2 説明変数の定義

要介護者の重症度 X1 

夜間介護 「夜間は介護が必要ですか。」という質問に対して、「はい」と答えた場合は 1、「いいえ」

と答えた場合は0。

容態急変 容態の急変可能性が「非常にある」場合にl、それ以外は0。

介護の状況 x2 

急診体制整備

副介護者数

複数介護

介護期間

介護者の属性 X3

性別

年齢

自覚症状数

家事負担

要介護者との関係

A市在住

容態の急変可能性が非常にある場合に医師や看護師がすぐに診てくれる体制が整ってい

れば 1、それ以外の場合は0。

日常的に主介護者の介護を手伝ってくれる家族の数。

「現在複数の方を、介護しておられますか」という質問に対して、「はいjと答えた場合

に1、「いいえ」と答えた場合に0。

i2年未満」の場合を基準とし、 i3-5年前」、 i6-10年前」、 ilO年以上前Jについて、そ

れぞれ該当する時のみIを示すダミー変数。

主介護者が男性の場合は1、女性の場合は0。

主介護者の年齢の実数値。

自覚症状の種類は、体がだるい、眠れない、いらいらする、頭痛、動停、食欲不振、肩

こり、腰痛、手足の関節痛、その他の10種類。

「日常的な家庭の家事は、主にあなたが行っていますか?Jという質問に対して「ほとん

どそうだ」と答えた場合はしそれ以外の場合は0。

「ご本人との関係は、うまくいっていますか。」という質問に対して、「良い」を基準とし

て、「どちらかといえば良いJ、「どちらともいえないj、「どちらかといえば良くない」又

は「良くない」について、それぞれ該当する時のみ1を取るダミー変数。

居住地がA市の場合に1、B市の場合に0。

サービス利用の阻害要因 X4 

介護保険料段階 介護保険料段階ごとのダミー変数。第 1段階世帯数は少ないので、第 1段階と第2段階は、

同一カテゴリー。

本人サーピス拒否 「ご本人が望まないため、利用回数を控えたり、利用していないサービスはありますか。」

という質問を行い、 1訪問介護、 2.訪問入浴介護、 3.訪問看護、 4.訪問リハビリ、 5.通所

介護、 6.通所リハビリ、 7.ショートステイをあげ、該当するものすべてを選択してもら

った。変数は各サービスについて定義され、該当する場合に1、該当しない場合に0。シ

ョートステイについては、痴呆自立度E以上との交差項も用いる。

事業者サービス拒否 「事業者側の都合で、利用回数を控えたり、利用していないサービスはありますか。」と

いう質問を行い、1.訪問介護、 2. 訪問入浴介護、 3.訪問看護、 4.訪問リハビリ、 5.通所

介護、 6.通所リハビリ、 7.ショートステイをあげ、該当するものすべてを選択してもら

った。変数はショートステイとそれ以外のサービスについて定義され、該当する場合に1、

該当しない場合に0。サービス提供側の都合の例として、訪問介護(休日・早朝・夜間の

派遣ができない)、通所介護(重度の方の受け入れ困難)、ショートステイ(必要なとき

に必要なだけ使えない)をあげた。ショートステイについては、痴呆自立度E以上との

交差項も用いる。

ケアプラン不適切 調査世帯を担当し、ケアプランを立てたケアマネジャー自身による評価。「現在このご家

庭では適切なケアプランが立てられていると思いますか」という質問に対し、「あまりで

きていない」又は「できていない」の場合に l、「充分出来ているJ又は「概ねできてい

るJの場合は0。
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表3.1 記述統計 n=725 

日常生活自立度の分布(%)

痴呆自立度

なしor1 E E 

J 9.4 5.0 1.8 

A 18.5 14.9 8.6 

B 6.6 7.4 8.0 
度 C 2.5 3.0 3.9 

ないJ(5.4%)であった。 73.9%がほとんどの家事

を負担していた。 39.7%がA市在住者で、あった。

要介護者の意向で利用を手控えている在宅サー

ビスではシヨ}トステイが19.7%と最も多かっ

た。そのうち痴呆自立度がH以上のものは31.5%

であった。事業者側の都合で利用を手控えている

サービス(ショートステイ以外)がある主介護者

は4.3%であった。事業者側の都合でショートス

テイの利用を手控えている主介護者は4.7%であ

り、そのうち痴呆自立度E以上の者は36.2%であ

った。ケアプランの作成が不適切であると答えた

ケアマネは、 18.2%であった。

図1は本稿で用いた世帯の要介護度ごとの在宅

要介護度の分布(%)

要支援 5.0 

lVorM 要介護度1 21.7 

0.8 要介護度2 21.2 

1.9 要介護度3 18.1 

2.1 要介護度4 16.8 

5.7 要介護度5 17.2 

サービスの消費額を示している。要介護度が高く

なるほど、在宅サービスの消費額が多くなる傾向

が観察された。

(2)重回帰分析の結果

表4に推定結果を示している。要介護者の重症

度以外の係数は、重症度の変数として日常生活自

立度を用いた場合も要介護度を用いた場合もほと

んど同じであった。従って、重症度以外の変数の

結果は、日常生活自立度を用いた場合のみ示して

いる。以下、有意であるとは、少なくとも 5%水

準で有意で、あることを示す。

日常生活自立度を用いた場合、自由度修正済み

図1 要介護度別・受給者 1人当たり在宅サービス消費額

(千円)

250 

200 

150 

100 

50 

。
要支援等 要介護I 要介護2

出所:本稿で用いた独自調査(同居世帯分)

225 

要介護3 要介護4 要介護5
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表3.2 記述統計 n=725 

平均値 標準偏差 最小値 最大値

介護負担感 32.3 17.69 O 88.0 

要介護者の重症度 X1 

夜間介護(有り=1) 0.458 0.499 。 1 

容態急変(可能性大=1) 0.159 0.366 O 1 

介護の状況 X2 

急診体制整備(整っている=1) 0.091 0.288 O I 

副介護者数 1.0 1.125 。 13 

複数介護(有り=1) 0.128 0.335 。 1 

介護期間 2年未満 0.303 0.460 O 1 

3-5年前 0.401 0.491 O 1 

6-10年前 0.217 0.412 。 I 

11年以上前 0.079 0.269 。 1 

介護者の属性 X3 

性別(男性=1) 0.194 0.396 O 1 

年齢 62.8 12.20 27 98 

自覚症状数 2.4 1.892 O 10 

要介護者との関係 良い 0.481 0.500 O 1 

どちらかといえば良い 0.303 0.460 。 1 

どちらともいえない 0.161 0.368 。 1 

どちらかといえば良くない又は良くない 0.054 0.226 。 1 

家事負担ダミー(ほとんど=1) 0.739 0.439 。 1 

A市在住 (A市在住=1) 0.397 0.490 。 1 

サービス利周囲害要因 X4 

介護保険料の段階 1司2 0.377 0.485 O 1 

3 0.461 0.499 O 1 

4 0.105 0.307 O 1 

5 0.058 0.234 。 1 

要介護者の意向で利用手控えているサービス(有り=1)

訪問介護 0.072 0.258 O 1 

訪問入浴 0.058 0.234 O 1 

訪問リハビリ 0.058 0.234 。 1 

通所介護 0.098 0.297 。 1 

通所リハビリ 0.098 0.297 。 1 

ショートステイ 0.197 0.398 O 1 

ショートステイ×痴呆自立度E以上 0.062 0.241 O I 

事業者の都合で利用手控えているサービス(有り=1)

ショートステイ以外 0.043 0.202 O 1 

ショートステイ 0.047 0.212 。 1 

ショートステイ×痴呆自立度E以上 0.017 0.128 。 1 

ケアプラン不適切(不適切=1) 0.182 0.386 。 I 
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表 4.1 回帰分析の結果 n=725 

決定係数 0.49 

F検定等計量 20.1 

Pro b > F 0.000 

[要介護者の重症度]

日常生活自立度を用いた場合

痴呆自立度

なしor1 E E 

基準
15.1 11.5 

障 [O.OO1J [0.007J 

害 A 
4.2 7.9 9.1 

自
[0.102J [0.003J [O.Ol1J 

5.8 5.8 6.4 
立 B 

[0.067J [0.083J [0.063J 
度 10.2 11.2 6.4 

C 
[0.016J [0.026J [0.217J 

括弧内はp~直

決定係数は0.49であった。痴呆自立度と障害自立

度が(皿， J)、(NorM， J)、(町orM，A)の組は、

標本数が少なかったので係数が等しいという制約

をかけて推定した。制約が不適切であるという帰

無仮説はWald検定により棄却された。障害が軽

く痴呆が重い場合と障害が重く痴呆が軽い場合

は、それ以外の場合よりも介護負担感が高かった。

要介護度を用いた場合、自由度修正済み決定係数

は0.48で、あった。要介護度の係数は、必ずしも重

症度が高いほど大きくなる傾向は見られず、最重

度の要介護度5の係数は有意で、なかった。

夜間介護、容態急変可能性が正、急診体制整備、

副介護者数が負で有意で、あった。複数介護は有意

でなかった。夜間介護がある場合、介護負担感は

7.1点高かった。要介護者の容態が急変する可能性

が非常に高いと介護負担感が9.4点高かった。し

かし、その場合でも医師や看護士がすぐに診てく

れる場合は、介護負担感は1.8点 (=9.4ー 7.6)で

あった。副介護者が 1人増えるごとに介護負担感

は1.7点低くなった。

要介護度を用いた場合

係数 p値

NorM 要支援 基準

11.5 要介護度1 3.5 0.283 

[0.007J 要介護度2 6.8 0.042 

11.5 要介護度3 9.2 0.015 

[0.007J 要介護度4 9.5 0.020 

16.9 要介護度5 6.9 0.109 

[0.028J 

4.8 

[0.332J 

介護者の性別や年齢は有意でなかった。自覚症

状数、要介護者との関係、家事負担が正で有意で

あった。介護者は、平均で2.4個の自覚症状を持

っていた。従って、平均的な主介護者は、健康状

態が良くないことが原因で5.5点の介護負担を感

じていることになる。要介護者との関係が悪くな

るにつれ係数は大きくなった。関係が良い場合に

比べて、「どちらかといえば良い」は5.4点、「ど

ちらともいえない」は10.4点、「どちらかといえ

ば良くない又は具くない」は15.8点介護負担感が

高かった。 A市ダミーは負で有意であり、 A市在

住者はB市在住者に比べて介護負担感が3.8点低か

った。

介護保険料段階はすべて有意でなかった。要介

護者の意向で利用を手控えているサービスは、す

べて有意でなかった。事業者側の都合で利用を手

控えているサービスは、ショートステイと痴呆自

立度E以上ダミーとの交差項だけが有意で、介護負

担が14.9点高かった。ケアプラン不適切は有意で

なかった。
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表4.2 回帰分析の結果(つづき)* 1 

変数名 係数 p~直

夜間介護(有り=1) 7.1 0.000 

容態急変(可能性大=1) 9.4 0.004 

基準:容態が急変する可能性大 急診体制整備(整っている=1) -7.6 0.034 

副介護者数 -1.7 0.000 

複数介護(有り=1) 2.2 0.259 

介護期間 3-5年前 4.4 0.003 

基準:2年以内 6 -10年前 2.6 0.136 

11年以上前 5.9 0.015 

性別(男性=1) 3.3 0.123 

年齢 0.1 0.359 

自覚症状数 2.3 0.000 

要介護者との関係 どちらかといえば良い 5.4 0.000 

基準:良い どちらともいえない 10.4 0.000 

どちらかといえば良くない 15.8 0.000 

又は良くない

家事負担(ほとんど=1) 4.6 0.002 

A市在住 -3.8 0.000 

介護保険料段階 第1段階又は第 2段階 -2.9 0.200 

基準:第5段階 第3段階 0.3 0.899 

第4段階 -2.5 0.331 

要介護者の意向で利用手控え 訪問介護 -3.2 0.230 

ているサービス(有り=1) 訪問入浴 ー0.2 0.964 

訪問リハビリ 1.6 0.687 

通所介護 -2.1 0.328 

通所リハビリ 0.6 0.782 

ショートステイ 2.9 0.227 

ショートステイ×痴呆自立度E以上 ー0.6 0.872 

事業者の都合で利用手控え ショートステイ以外 1.1 0.679 

ているサービス(有り=1) ショートステイ -0.7 0.020 

ショートステイ x痴呆自立度E以上 14.9 0.020 

ケアプラン不適切(不適切=1) 2.3 0.126 

定数項 4.1 0.359 

*1 要介護者の重症度として日常生活自立度を用いた場合の推定結果

4.考察

要介護度が高い世帯ほど多くのサービスを消費

するという結果が報告されている九同様の傾向

が、本稿でも確認された(図1)。これらは、要

介護世帯が介護負担を軽減するために、介護負担

に応じて在宅サービスを消費していることを示し

ていると考えられる。介護負担の要因に応じて適

切なサービスが充分に活費できていれば、介護負

担の要因は介護負担として顕在化せず、特定の介

護負担要因を抱える介護者と抱えない介護者では

介護負担感に差が生じないはずで、ある。従って、

介護者間で介護負担感lこ差がある場合、それは特

定の介護負担要因に対応するサービスが存在しな
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いことや、適切なサービスの消費が何らかの要因

で阻害されていることが原因となっていると考え

られる。我々は、主介護者の介護負担感の指標を、

介護負担に影響すると考えられる様々な個人・世

帯属性に回帰した。もし、現在の在宅サ}ピスが、

あらゆる介護負担の要因に充分対応できているな

らば、すべての説明変数の係数は0となるはずで

ある。逆に、有意に0で無い係数を持つ変数が存

在すれば、それは現在の在宅サービスが対応でき

ていない介護負担要因や適切なサービスが充分に

消費されるのを血書する要因を反映していると考

えられる。以下では、それぞれの変数について考

察を行う。

(1)各変数の解釈

①要介護者の重症度

障害が軽く痴呆が重い場合と障害が重く痴呆が

軽い場合に、介護負担感が高い傾向が見られた。

障害が軽く痴呆が重い場合に介護負担感が高いの

は、要介護者の不適応行動(排個、暴言、汚物い

じり等)が原因であると考えられる。在宅サービ

スには、ショートステイやデイサ}ピスのように

要介護者を預かってもらうことで、介護者が一定

期間あるいは日中の数時間介護労働から完全に解

放され、休息を取れるサービスがある。しかし、

要介護者の重症度が高い場合、介護者が要介護者

と過ごす時間は長くならざるをえず、不適応行動

がもたらす強いストレスに長時間さらされると考

えられる。諸外国の先行研究でも不適応行動が強

いストレスをもたらすことが報告されている 1札口)。

本稿の結果は、不適応行動をもたらすような重度

の痴呆に対応した新しいサービスの必要性を示し

ている。障害が最重度の場合、痴呆が軽いほど介

護負担感は高かった。このことは、障害が重い場

合は痴呆が重くても介護負担感をもたらすような

不適応行動が少なく、むしろ認知症が軽く介護者

に自分の意思を明確に伝えることができる者のほ

うが、介護に関する要求が多くなり介護負担感を

高めている可能性が考えられる。

措置制度の時代を対象とした研究でも、夜間の

介護が主介護者の介護負担を増加させることが報

告されている 12~1410 介護保険のサービスには、夜

間の訪問介護も存在する。しかし、夜間介護があ

る場合、 7.1点も介護負担感が高かった。これは、

現在の夜間の訪問介護が夜間介護の負担を充分軽

減できていないことを示していると考えられる。

原因としては、要介護者世帯が、夜中に他人が家

に入ってくるのに抵抗を感じて十分な量のサービ

スを利用していない可能性が考えられるが、本稿

の結果からは明らかな結論は得られない。

要介護度を用いた推定では、要介護度5ダミー

が有意でなかった。理由として、要介護認定にお

いて不適応行動が充分考慮されていない可能性が

考えられる。

②介護の状況

容態が急変する可能性が非常にある場合、負担

感は9.4点高かった。これは、急変時に家族だけ

で適切な対応ができるか分からないことが、介護

者にとって大きなストレスになっていることを示

していると考えられる。しかし、急変時の医療体

制が整っていることは、介護負担感を大きく軽減

する。従って、急変可能性のある要介護者を抱え

る要介護世帯に対する医療体制の整備の充実が一

層望まれる。

副介護者数が多いほど介護負担が低かった。こ

のことは、家族による介護には、現在の在宅サー

ビスでは補えない要素があることを示していると

考えられる。

2人以上を介護している場合の介護負担感は、

1人だけしか介護していない場合と変わらなかっ

た。家族による介護は、在宅サービスと非代替的
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な要素もあると考えられるだけに、この変数の係

数は正で有意であると予想された。予想外の結果

を得た理由は不明である。

③主介護者の属性

健康状態が悪いことが、介護負担感が高いこと

と関連することが報告されている 12.は 1トヘ本稿

の結果は、介護保険になっても在宅サービスが、

主介護者の健康状態の悪化による介護負担の増大

に充分対応できていないことを示している。本稿

で取り上げた自覚症状の多くは、高齢者の場合、

慢性的に継続し、完治しない場合も多いと考えら

れる。従って、介護者の健康相談や健康診断など

を積極的に行うことにより、健康状態悪化の予兆

の早期発見や悪化の予防を行うことが重要である

と考えられる。

要介護者との関係を尋ねる質問はプライパシー

に深く関わるので、回答者が正直に回答するかに

ついては懸念がもたれるが、要介護者との関係が

悪くなるほど、顕著に介護負担感が大きくなった。

介護者と要介護者の関係は、不適応行動による影

響を受けている可能性が考えられる。その場合、

家族会による心理的サポートや家族介護者向けの

認知症介護教育が、介護負担感の軽減に役立つ可

能性が考えられる路)。

現在同居世帯に対する家事援助の提供は制限さ

れている。しかし、介護者がほとんどの家事を担

うことは、介護負担を増加させた。従って、介護

負担を軽減するために、同居家族がいる場合の家

事援助の制限を藤和する余地が考えられる。

A市ダミーは、本調査で取り上げられていない

介護負担の要因で、 A市とB市で異なるものの影

響を一括してあらわしている。その具体的な内容

としては、住者の気質の違いや自治体の独自サー

ビスの利用環境主どが孝之ら;f1..る。

④介護保険の在宅サービスの利用を阻害する要因

清水谷・野口19)は、介護負担の指標として介護

時間を用いて分析を行った。そして、介護保険の

自己負担が介護サービスの消費を抑制し、長時間

介護が解消されていないことを示した。しかし、

介護負担の指標として介護時間を用いることには

問題があると考えられる。介護と家事の時間区分

は暖昧であり、同じ介護時間であっても「見守り」

と身体介護など、労働密度が大きく異なる場合が

あるからだ。さらに、調査対象者が答える介護時

間と観察者が計測した介護時間には大きな誰離が

見られるという報告もある却)。本稿では、より適

切な介護負担の尺度としてZaritの尺度を用いた。

結果は、介護保険料段階ダミーがすべて有意で、な

かった。このことは、介護負担を抑制するのに必

要なサ}ピスの消費を自己負担が抑制していない

ことを示していると考えられる。

ショートステイ以外のサービスでは、要介護者

の意向や事業者側の都合でサービス利用が手控え

られでも介護負担感には影響しなかった。このこ

とは、特定のサ}ピスの利用が制限されても他の

サービスで代替できることを反映していると考え

られる。しかし、痴呆自立度がE以上の場合に事

業者側の都合でショートステイの利用が制限を受

けると、介護負担感は14.9点も高くなった。交差

ダミーが1となる標本数が12しかないので係数の

大きさの信頼性には留意が必要であるが、ショー

トステイが不適応行動による介護負担感を抑制す

るのに有効で、あるとともに、それが充分使えない

場合は介護負担感が非常に高くなる可能性を示唆

していると考えられる。

適切な種類のサービスが存在し、事業者による

提供体制が整っていたとしても、適切な在宅サー

ビスが供給されるには、適切なケアプランが不可

欠であるq 適切なケアプランがどのようなもので

あるかについての客観的な基準が無いため、本稿
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では、ケアマネジャーの自己評価を用いた。係数

は有意ではなかったが、自己評価は、自分に厳し

く謙虚な者ほど低くなるというバイアスがあると

考えられるため、解釈には注意が必要で、ある。ケ

アプランの適切さが介護負担感に与える影響につ

いては、今後より客観的な基準に基づいた研究が

望まれる。

(2) 特養の入所基準

介護保険では利用者がサービスを選択する権利

を認められたが、限りある資源を有効かっ公平に

使うための基準として要介護度が設けられた。要

介護度は要介護者本人の状態のみによって決ま

り、在宅サービスでは要介護度に応じて 1割負担

でサービスが消費できる額に上限が設けられた。

しかし、現実には 1割負担の上限まで在宅サービ

スを使うケースはそれほど多いとはいえず、限度

額の設定が資源分配に与える影響は限定的であ

る。介護給費費実態調査によると、限度額に占め

る消費額の割合は、すべての要介護度で50%前後

である。現在、介護保険における資源分配の基準

として最も求められているのは、超過需要状態に

ある特別養護老人ホ}ムの入居基準であると考え

られる。厚生労働省は、 2002年各都道府県に対し、

必要性の高い者から優先的に入居させるべきこと

を通知した2九必要性の基準としては、要介護者

本人の状態のみならず、要介護度では考慮されて

いない介護をする家族の状態もあげられている。

多くの自治体は、入所の緊急J性の基準として、要

介護者の重症度や介護者の健康状態によって設定

された点数を用いている。しかし、どのような項

目に対してどのような点数付けを行うべきかにつ

いての客観的な根拠は示されておらず、自治体に

よって点数付けの規則が異なる 4.九要介護度の基

準を決める際には、全国社会福祉協議会による大

規模なタイムスタデイが行われ、基準の妥当性に

ついて様々な議論が行われた忽)。それと比べると、

現在要介護度よりも重要性が高いと考えられる入

居基準の客観的な根拠について全く調査・研究が

行われていないのは驚くべきことであるといえよ

う。重度の要介護者が在宅介護を継続するには家

族による介護が不可欠であり、介護保険のサービ

スはその補完という位置づけになっている。従っ

て、本稿で推定した在宅サービスが対応できてな

い介護負担の大きさを入居の優先順位として用い

ることには妥当性があると考えられる。実際の運

用にあたっては、本稿の結果に基づく点数化され

た基準は、要介護判定における 1次判定のように

用い、数量化しにくい個別の事'1育については医

療・福祉の専門家が考慮して入所の優先順位を決

めることが望ましいと考えられる。

(3) 本稿の問題点

本稿の問題点としては、次の 2点があげられる。

第1に、対象が中園地方の 2市に限定されている

ことである。今後、より代表性のある標本による

分析が望まれる。第 2に、同時決定バイアスの有

無についての統計的検証ができていないことであ

る。要介護者の重症度は、介護負担感と介護サー

ビス利用の双方の決定要因であると考えられる。

したがって、介護負担感を従属変数とした推定式

にサービス利用の有無を説明変数として用いるこ

とは、説明変数で調整できていない重症度(以下、

観察されない重症度)と説明変数が相関し、推定

結果にバイアスが生じる可能性が考えられる 2九

そのため、観察されない重症度が高い者ほどサー

ビスを利用するならば、サービス利用が介護負担

感を押し上げるという推定結果さえ得られる可能

性がある注九本稿で、は同時決定バイアスを避ける

ため、サービス利用の有無を説明変数として直接

用いなかった。代わりに、サービス利用の制約要

因が介護負担感に与える影響を調べることを試み
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た。しかし、事業者都合や要介護者本人の意向に

よってサービス利用が制限されているか否かをあ

らわす変数は、制約要因そのものではないので、

本稿の結果が同時決定バイアスを免れているとは

言い難い注九例えば、観察されない重症度が高い

世帯ほどショートステイの利用希望が多いため、

ショートステイの空きが見つからないことが多い

可能性が考えられる。同時決定バイアスに対応し

た推定に拘泥することは、場合によっては政策的

に重要な分析を放棄することにつながりかねな

い。しかし、バイアスの有無が検証できていない

場合刷、結果の解釈には一定の留意が必要である

ことは言うまでも無く、今後に課題を残す。

付論:日常生活自立判定度

痴呆老人の日常生活自立度判定基準

rl何らかの痴呆を有するが、日常生活は家庭内及
|ぴ社会的にほぼ自立している。

日常生活に支障を来たすような症状・行動や意

III思疎通の困難さが多少見られでも、誰か治宝注意

していれば自立できる。

日常生活に支障を来たすような症状・行動や意

ml思疎通の困難さがときどき見られ、介護を必要

とする。

日常生活に支障を来たすような症状・行動や意

NI思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必

要とする。

記事長崎両恥扇動詞ある雨量信訪瓦
疾患が見られ、専門医療を必要とする。

(平成5年10月2焔日 老健第135号厚生省老人保健福祉

局長通知)

樟害老人の日常生i活舌自立度(寝たきり度)判定基準

:il…一一を?一一るωが 一一一一は出肌削山…ま剖抑捌山一lほ即附悶ま引批悶lぽ同ま拍自して; 力 i出出するE

屋内での生活は概ね自立しているが、介助なし

には外出しない。

BI屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベ
|ッド上での生活が主体であるが、座位を保つ。

cl一日中ベッド上で過ごし、排世、食事、着替え
』において介助を要する。

(平成3年11月18日 老健第102-2号厚生省大臣官房老人

保健福祉部長通知)

注
1 Zaritの介護負担感尺度は古典的テスト理論8) に

基づいているため、尺度の信頼性が特定の標本で確

認されでも、異なる標本に適用する場合には改めて

信頼性を確認する必要がある。

2 Kumamoto'他却は、構造方程式モデリングを用

いて、在宅サービスの利用が家族介護者の介護負担

を下げるという結果を報告している。しかし、構造

方程式モデリングは、観察されない交絡変数が存在

しないことを仮定している盟)。そのため本稿の指摘

する同時決定バイアスを克服しているわけではな

u、。
3 地域の高齢者人口当りショートステイ定員数など

を説明変数として用いる方が適切であると考えられ

るが、我々が対象としたのは2つの市であるため地

域変数は利用できなかった。

4 副介護者数、自覚症状数、家事負担、要介護者と

の関係、などの係数も、サービス利用について本文

中で触れたのと同様の理由で、同時決定バイアスが

ある可能性は否めない。
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What's Needed in at-home Services? 

-An Analysis of Family Care Burden -

Kensaku Kishida * 1， Shizuko Tanigaki * 2 

Abstract 

Objective : The aim of this paper is to estirnate farnily care burden that is not lessened by the present at-home 

services to clari品Tat-home services to be supplied in the future and to get the impartial standard of nursing 

home placement 

Methods : Our subjects are 725 families that include the impaired elderly and at least another person in two cities in 

Chugoku Prefecture. There could be many causes for care burden. However， if the farnily can use enough care 

services to meet each burden cause， the causes won't result in care burden. For e玄ample，if a farnily， including 

an impaired elderly person who needs night care， can use enough service to meet night care， there should be 

no difference in the care burden between caregivers whose impaired relatives need night care and those whose 

impaired relatives do not So， we regressed the measure of care burden on various care burden causes. We 

used the Japanese version of the Zarit Caregiver Burden Interview (ZBI) as the measure of care burden. 

Results : The following numbers are ZBI scores. The care burden causes社mtis not lessened enough by the present 

at-home services were restricted usage of short-stay in the cases where behavioral problem was severe (14.9)， 

night care (7.1)， bad relationships between the caregivers and the impaired elderly (5.4 -15.8)， caregiver's 

self-symptoms (2.3 per one) ， housekeeping (4.6). Those who very由民lyget worse suddenly increased the ZBI 

scor田 by9.4 points. Bur if the preparation for a doctor's visit for such emergencies was completed， the score 

was 1.8. The scores were higher in the cases where either dementia or physical disability was severe. Sub 

caregivers decreased the scores by 1.7 per person. 

Conclusion : The care burden causes that couldn't be dealt with the present at帽homeservices were various. The 

new services that could deal with those causes are needed. We can calculate family care burdens by each 

status and use them as the impartial standard of nursing home placement. 

[key wordsJ care burden， nursing home， long-term care insurance 
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