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目的　高齢者の閉じこもりは，要介護状態のリスクファクターである。独居高齢者に比べ同居家族
がいる高齢者に閉じこもりが多いことから，家庭内での高齢者へのサポート状況が閉じこもり
発生に関連すると考えられる。同居家族がいる閉じこもりは，家族関係が希薄であり，家庭内
で心理的に孤立しやすい状況にあることや，家族による過干渉なサポートの可能性が推察され
る。本研究は，閉じこもり予防・支援に資する目的で，同居家族からのソーシャル・サポート
が閉じこもり発生に与える影響を検討した。

方法　福島県大玉村在住の70歳以上高齢者のうち，要支援・要介護認定者，入院中の者を除く全
1,347人を対象とした。初回調査は2004年と2005年，追跡調査は2010年に実施した。初回およ
び追跡調査の回答者は839人であった。このうち初回時に独居と閉じこもりを除外し，初回お
よび追跡調査における閉じこもり項目の欠損を除外した665人を分析対象とした。調査項目は，
基本属性，家族構成，ソーシャル・サポート（情緒的・手段的），閉じこもりの有無，身体・
心理的要因について回答を求めた。ソーシャル・サポートを情緒的，手段的サポートに分けた。
性別，年齢，および単変量解析で閉じこもり発生に関連する変数を調整変数としたうえで， 2
種のサポートを説明変数，閉じこもり項目を目的変数とした多重ロジスティック回帰分析を
行った。

結果　性別は男性284人（42.7％），女性381人（57.3％），年齢の平均値は76.0±4.6歳であった。
追跡調査時までの閉じこもり発生は101人（15.2％）であった。閉じこもり発生は非閉じこも
りと比べて，年齢（ｐ＜0.001），聴力（ｐ＝0.001），うつ傾向（ｐ＝0.002）の値が有意に高
かった。一方，老研式活動能力指標（ｐ＜0.001），生活体力指標（ｐ＝0.014）は，閉じこも
り発生が有意に低かった。多重ロジスティック回帰分析の結果，同居家族からのソーシャル・
サポートと閉じこもり発生の関連には，統計的に有意な関連が認められなかった。

結論　同居家族からのソーシャル・サポートと閉じこもり発生の関連には，統計的に有意な関連が
認められなかった。さらなる追跡検討が今後の課題である。

キーワード　閉じこもり，ソーシャル・サポート，同居家族，コホート研究

Ⅰ　緒　　　言

　2016年に日本の高齢者の要支援・要介護者は
621.5万人1）と過去最高となり，介護予防がま
すます重要である。2006年の介護保険法の改正

に伴い，介護予防事業として運動器の機能向上，
認知症予防・支援，うつ予防・支援等とともに
閉じこもり予防・支援が組み込まれた2）。
　閉じこもりは身体的，心理的，社会・環境要
因が相互に関連してもたらされると考えられて

　投稿

同居家族からのソーシャル・サポートが
高齢者の閉じこもり発生に与える影響

山
ヤマ

脇
ワキ

　功
コウ

次
ジ
＊ 1　黒

クロ

田
ダ

　佑
ユウ

次
ジ

郎
ロウ
＊ 2　安

ヤス

村
ムラ

　誠
セイ

司
ジ
＊ 3

＊ 1社会福祉法人ヒューマンライツ福祉協会　＊ 2福島県立医科大学医学部公衆衛生学講座助教　＊ 3同教授



―　 ―2

第64巻第 8号「厚生の指標」2017年 8 月

いる。閉じこもりの関連要因としては，身体的
要因として，年齢3）4），歩行機能や移動能力の
低下3）5），心疾患の既往歴3），ADL・IADL障害6）

などが明らかにされている。心理的要因として，
転倒不安による外出制限5），主観的健康感の低
さ3）6）7），うつ傾向5）などが，また，社会・環境
要因では，交流頻度8），近所との付き合いの少
なさ5），友人がいないこと4），集団活動への不
参加5），就労していないこと4）などとの関連が
明らかにされている。
　近年，高齢者の健康と関連する要因の一つと
して，ソーシャル・サポートが注目されている。
ソーシャル・サポートとは，「個人を取り巻く
社会関係の機能的側面を表しており，他者との
間で取り交わされるもろもろの支援・援助」と
定義され9），サポート内容は，「情緒的サポー
ト」と「手段的サポート」に分けられる。情緒
的サポートは，慰める，励ます，悩みを聞くな
どの行為を指し，手段的サポートは，作業を手
伝う，物や金銭を貸す，看病をするなどである。
ソーシャル・サポートにおいて，同居家族は高
齢者の重要なサポート源である10）。独居高齢者
は自立した生活を送る能力が高く，同居家族が
いる場合に閉じこもりが多いこと11）から，家庭
内での高齢者へのサポート状況が閉じこもり発
生に関連していると考えられる。
　情緒的サポートでは，同居家族がいる閉じこ
もり高齢者は，家族関係が希薄であり，家庭内
で心理的に孤立しやすい状況にある可能性が報
告されている12）。つまり，閉じこもり高齢者は，
同居家族からの情緒的サポートが弱く，心理的
に孤立し，閉じこもりになることが考えられる。
　一方，手段的サポートでは，手段的サポート
が多い高齢者ほど生命予後が不良になりやすい
こと13），ADLが低下しやすいこと14），不適切な
手段的サポートがかえって心身の自立を損なう
こと15）が明らかとなっている。閉じこもり高齢
者は，家庭内の役割が少なく12），生きがいが少
ないこと3）から，同居家族からの手段的サポー
トが高く，家族は高齢者ができることも代わり
に行ってしまい，高齢者の自主性が損なわれ，
閉じこもりになってしまうことが考えられる。

高齢者の閉じこもりは，要介護状態のリスク
ファクターである。
　これまで日本の地域在住高齢者について，同
居家族からのソーシャル・サポート別に，閉じ
こもり発生の有無を縦断的に検討した報告はな
い。そこで，閉じこもり予防・支援の基礎資料
に資する目的で，本研究は，家族と同居する高
齢者に着目し，同居家族からのソーシャル・サ
ポートが，閉じこもり発生に与える影響につい
て縦断的に検討した。

Ⅱ　方　　　法

（ 1）　対象者および手続き
　福島県大玉村在住の70歳以上高齢者のうち，
要支援・要介護認定者，入院中の者を除く全
1,347人を対象とした。初回調査は2004年と
2005年，追跡調査は2010年に実施した。初回お
よび追跡調査の回答者は839人であった。分析
対象者は，初回時に独居と閉じこもりを除外し，
初回および追跡調査における閉じこもり項目の
欠損を除外した665人とした。調査方法として，
郵送法による質問紙調査と健康診査時に聞き取
り調査を行った。さらに，未受診者には訪問に
よる聞き取り調査を実施した。

（ 2）　調査項目
　対象者の性別，年齢，家族構成の基本属性の
ほか，閉じこもりの有無，ソーシャル・サポー
ト，身体的要因，そして心理的要因について測
定した。
　閉じこもり項目では，「現在，週 1回以上，
外出していますか？」に対し「はい，いいえ」
で回答を求めた2）。
　ソーシャル・サポート項目は野口16）の高齢者
のソーシャル・サポート尺度を参考に，情緒
的・手段的サポートの各 4項目で測定した。情
緒的サポートでは「心配ごとや悩みを聞いてく
れる人がいるか」「気を配ったり，思いやった
りしてくれる人はいるか」「元気づけてくれる
人はいるか」「くつろいだ気分にしてくれる人
はいるか」を尋ね，手段的サポートでは「病気
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で寝込んだ時に，看病や世話をしてくれる人は
いるか」「まとまったお金が必要になったら，
貸してくれる人はいるか」「ちょっとした用事
や留守番を頼める人がいるか」「病気で長期間
寝込んだときに，看病したり家のことを手伝っ
てくれる人がいるか」を尋ね，各項目で，同居
家族内と同居家族外からのサポートの有無につ
いて尋ね，それぞれ「いる・いない」で回答を
求めた。
　身体的要因は，日常生活動作能力，転倒経験
の有無，老研式活動能力指標17），生活体力指標
（Motor Fitness Scale；MFS）18）である。日常
生活動作能力では，聴力・視力障害の有無，物
忘れの有無，歩行，食事，排泄，入浴，更衣の
自立度をそれぞれ 3件法で回答を求めた。転倒
経験では，過去 1年間おける転倒の有無を求め
た。老研式活動能力指標は，手段的自立 5項目，
知的能動性 4項目，社会的役割 4項目の合計13
項目で測定し，「はい，いいえ」で回答を求め
た。生活体力指標は，移動性 6項目，筋力 4項
目，バランス 4項目の合計14項目で測定し，
「はい，いいえ」で回答を求めた。心理的要因
として，うつ傾向19），健康度自己評価20）を測定
した。抑うつ傾向は，老人用うつスケール
（GDS：Geriatric Depression Scale）短縮版を
用いて測定し，15項目について，「はい，いい
え」で回答を求めた。健康度自己評価は，「非
常に健康だと思う，まあ健康だと思う，あまり
健康ではない，健康ではない」の 4件法で回答
を求めた。

（ 3）　分析方法
　閉じこもり項目は，外出頻度が「週に 1回未
満」を「閉じこもり」と定義した2）。ソーシャ
ル・サポート尺度は，情緒的・手段的サポート
ともに「いる＝ 1点，いない＝ 0点」とした
（範囲： 0 - 4 ）。情緒的・手段的サポートの中
央値を求めた結果，いずれも 4点であった。
データの分布を考慮し， 4点を高群， 3点以下
を低群とし，高低群の 2群に分けて分析した。
　身体的要因として，日常生活動作能力は，質
問項目に対して 1の「普通」を「自立」， 2の

「一部介助」と 3の「全介助」の場合を「障
害」に分類した。老研式活動能力指標は，各項
目の「はい」を 1点，「いいえ」を 0点とし，
合計点を算出した。心理的要因として，抑うつ
傾向は，GDSのカットオフ・ポイントを 5／ 6
と置き， 5点以下を「抑うつ傾向なし」， 6点
以上を「抑うつ傾向あり」に分類した4）5）。健
康度自己評価は，「非常に健康だと思う・まあ
健康だと思う」を「健康群」とし，「あまり健
康ではない，健康ではない」を「非健康群」と
した。
　分析の手続きは，まず，各変数と閉じこもり
発生の関連について単変量解析を行った。その
際，カテゴリー変数の性別，同居の世帯構成，
同居家族外の情緒的・手段的サポートなどは，
χ2検定またはFisherの直接確率検定を行い，
連続変数の年齢，老研式活動能力指標，生活体
力指標はMann-WhitneyのＵ検定を行った。さ
らに，単変量解析にて有意な関連が認められた
変数と性別・年齢を調整変数とし， 2種のソー
シャル・サポートを説明変数，閉じこもりの有
無を目的変数とした多重ロジスティック回帰分

表 1　分析対象者の特性（ｎ＝665）
（単位　人，（　）内％）

ｎ
性別：男性 284(42.7)
　　　女性 381(57.3)
年齢（歳）：平均±標準偏差 76.0±4.6
同居の世帯構成　配偶者のみ 86(12.9)
　　　　　　　　二，三世代 579(87.1)
同居家族からの情緒的サポート：中央値（最小－最大） 4(0-4)
（点）：平均±標準偏差 3.8±0.7
同居家族からの手段的サポート：中央値（最小－最大） 4(0-4)
（点）：平均±標準偏差 3.6±0.8
同居家族外の情緒的サポート：中央値（最小－最大） 4(0-4)
（点）：平均±標準偏差 3.4±1.1
同居家族外の手段的サポート：中央値（最小－最大） 4(0-4)
（点）：平均±標準偏差 3.1±1.2
聴力（障害あり） 68(10.2)
視力（障害あり） 51( 7.7)
認知機能（障害あり） 21( 3.2)
歩行（介助あり） 0( 0.0)
食事摂取（介助あり） 0( 0.0)
排泄（介助あり） 0( 0.0)
入浴（介助あり） 0( 0.0)
更衣（介助あり） 0( 0.0)
1 年以内の転倒経験（あり） 153(23.0)
老研式活動能力指標：中央値（最小－最大） 13(3-13)
（点）：平均±標準偏差 12.0±1.6
生活体力指標：中央値（最小－最大） 12(1-14)
（点）：平均±標準偏差 11.0±3.2
抑うつ傾向（あり） 114(17.1)
健康度自己評価（健康ではない） 173(26.0)
注　欠損あり
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析を行った。解析は統計パッケージSPSS17.0
を用いて行った。統計的な有意水準は 5％とし
た。

（ 4）　倫理的配慮
　本研究は，連結不可能匿名化された情報のみ
を用いる研究で，「疫学研究に関する倫理指
針」に沿った福島県立医科大学倫理委員会にて
審査を要しない，と判断された（審査番号：
NO.2222）。

Ⅲ　結　　　果

（ 1）　対象者の特性（表 1）
　対象者は，女性57.3％（381人），年齢の平均
値は76.0±4.6歳であった。世帯構成は二，三世
代が87.1％（579人）であった。各ソーシャ
ル・サポート尺度は，同居家族内および同居家
族外ともに情緒的サポートと手段的サポートの
中央値は 4点であった。

（ 2）　初回調査時における各項目と閉じこもり
発生の関連（表 2）

　追跡調査時における閉じこもり
割合は，閉じこもり発生101人（15.2 
％）であった。閉じこもり発生の
有無に有意な関連が認められた初
回調査時における項目として，年
齢では，閉じこもり発生群（平均
77.9±5.5歳）が非閉じこもり群
（平均75.7±4.3歳）に比し，有
意に年齢が高かった（ｐ＜0.001）。
聴力では，障害ありが，閉じこも
り発生群（20人，19.8％）が非閉
じこもり群（48人，8.5％）に比
し，有意に多かった（ｐ＝0.001）。
老研式活動能力指標では，閉じこ
もり発生群の中央値が12点（範
囲： 4 -13）と，非閉じこもり群
の中央値13点（範囲： 3 -13）に
比し，有意に得点が低かった（ｐ
＜0.001）。生活体力指標では，閉
じこもり発生群の中央値が11点
（範囲： 1 -14）と，非閉じこも
り群の中央値12点（範囲： 1 -14）
に比し，有意に得点が低かった
（ｐ＝0.014）。抑うつ傾向では，
うつ傾向ありの者は閉じこもり発
生群（27人，26.7％）で，非閉じ
こもり群（87人，15.4％）に比し，
有意に多かった（ｐ＝0.002）。

表 2　初回調査時における各項目と閉じこもり発生の関連（ｎ＝665）
（単位　人，（　）内％）

合計
閉じこもり発生 非閉じこもり

p値
101(15.2) 564(84.8)

性別a）

　男性 284(42.7) 36(12.7) 248(87.3) 0.119　女性 381(57.3) 65(17.1) 316(82.9)
年齢c）（歳）
　平均±標準偏差 - 77.9±5.5 75.7±4.3 ＜0.001
同居の世帯構成a）

　配偶者のみ 86(12.9) 9( 8.9) 77(13.7) 0.191　二，三世代 579(87.1) 92(91.1) 487(86.3)
同居家族外の情緒的サポート（低群）204(30.7) 36(35.6) 168(29.8) 0.205
同居家族外の手段的サポート（低群）273(41.5) 47(46.5) 226(40.1) 0.190
聴力（障害あり）a） 68(10.2) 20(19.8) 48( 8.5) 0.001
視力（障害あり）a） 51( 7.7) 8( 7.9) 43( 7.6) 0.918
認知機能（障害あり）b） 21( 3.2) 4( 4.0) 17( 3.0) 0.544
1 年以内の転倒経験（あり）a） 153(23.0) 24(23.8) 129(22.9) 0.845
老研式活動能力指標c）：
中央値（最小－最大） 12(4-13) 13(3-13) ＜0.001
生活体力指標c）：
中央値（最小－最大） 11(1-14) 12(1-14) 0.014
抑うつ傾向（あり）a） 114(18.0) 27(26.7) 87(15.4) 0.002
健康度自己評価（健康ではない）a） 173(26.0) 33(32.7) 140(24.8) 0.098
注　1）　表 2では歩行，食事摂取，排泄，入浴，更衣の項目を省略した。
　　2） 　二値変数は，代表する項目名のみ省略して記載した。項目名によって％の分母が

異なる。
　　3）　欠損あり
　　4）　a）χ2検定，b）Fisherの直接確率法，c）Mann-WhitneyのＵ検定

表 3　閉じこもり発生に及ぼす各ソーシャル・サポートの影響1）

合計
人数（％）

閉じこもり発生 非閉じこもり オッズ
比 95％信頼区間

n（％） n（％）
情緒的サポート高群 592(89.4) 88(14.9) 504(85.1) 1.00
　　　　　　　低群 70(10.6) 13(18.6) 57(81.4) 1.10 0.49-2.50
手段的サポート高群 501(77.1) 75(15.0) 426(85.0) 1.00
　　　　　　　低群 149(22.9) 23(15.4) 126(84.6) 0.81 0.43-1.52
注　1） 　多重ロジスティックモデル（強制投入法）を用いて，性，年齢，および表 3で有

意であった。聴力，老研式活動能力指標，抑うつ傾向を調整変数とした。
　　2） 　多重共線性を考慮し，老研式活動能力指標と生活体力指標において，閉じこもり

と相関の強かった老研式活動能力指標を，多重ロジスティックモデルに投入した。
　　3） 　ソーシャル・サポート項目に欠損あり，合計のｎは異なる。
　　　　情緒的サポート：閉じこもりｎ＝101，非閉じこもりｎ＝561
　　　　手段的サポート：閉じこもりｎ＝98，非閉じこもりｎ＝552
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（ 3） 　閉じこもり発生に及ぼす各ソーシャル・
サポートの影響（表 3）

　同居家族からの情緒的，手段的サポート別に，
閉じこもり発生への影響について，性別，年齢，
および単変量解析で閉じこもり発生に関連する
変数を調整変数としたうえで， 2種のサポート
を説明変数，閉じこもり項目を目的変数とした
多重ロジスティック回帰分析を行った。その結
果，情緒的サポートの低群は高群に対して，閉
じこもり発生に有意な影響は認められなかった
（オッズ比（OR）1.10，95％信頼区間（95％
CI）0.49-2.50）。また，手段的サポートの低
群は高群に対して，閉じこもり発生に有意な影
響は認められなかった（OR：0.81，95％CI：
0.43-1.52）。

Ⅳ　考　　　察

　本研究では，家族と同居する高齢者の閉じこ
もりに着目し，同居家族からのソーシャル・サ
ポートが閉じこもり発生に与える影響について，
6年間の縦断研究の結果を用いて検討をした。
その結果，同居家族からのソーシャル・サポー
トと閉じこもり発生の関連には，統計的に有意
な関連が認められなかった。理由として，第一
に，本研究の対象者は70歳以上の介護認定を受
けていない地域在住高齢者であり，日常生活動
作能力において，介助有りに該当する者はいな
かった（表 1）。本研究の対象者はおおむね生
活機能が自立していたことから，本研究におけ
る閉じこもり高齢者は外出頻度の低い生活を自
ら意識して選んでいる生活スタイルとしての閉
じこもり6）であったことが推察される。
　第二に，閉じこもり高齢者の家族関係の特徴
について，山間地域の在宅高齢者では，外出頻
度が週 1回以下の閉じこもりの者であっても，
週に 1回は誰かが訪ねてきたり，隣近所の人と
顔を合わすと話をしたり，という社会的交流が
みられたことや21），山間地域の閉じこもりは，
趣味や家族のことで楽しみをもち，家族の中で
役割があると感じていること22）から，本研究の
調査地域の閉じこもりは，外出頻度は低いもの

の，社会関係や家族関係が強い地域であったこ
とが推察される。
　今後の課題として，第一に，対象者，対象地
域の選定に対する考慮が必要である。本研究で
は，手段的に自立している高齢者が多く，同居
家族からのサポートの有無によって日常生活に
支障をきたさない対象者であったことが推察さ
れる。地域特性の異なる集団での検証が求めら
れる。第二には，同居家族からのサポートの測
定内容の再検討をすることである。野口のソー
シャル・サポート尺度16）は，家族からの支援に
限定して開発されたものではなく，同居家族か
らのサポートの測定内容として不十分であった
ことで，有意な関連を見いだせなかった可能性
も考えられる。先行研究から，より同居家族か
らのサポートとして確立されている尺度を再検
討したい。
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