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４ 用語集 

あ行 

用   語 解     説 

アセスメント 事前評価、初期評価のこと。必要な援助の見通しを立てるため、介護サービ

ス、福祉サービスの利用者の身体機能や直面している問題を事前に把握・評

価するもの。 

いきいきサロン 

（ふれあいいきいき

サロン） 

高齢者や障がい者、子ども、子育て中の親などさまざまな住民が集まって楽

しくおしゃべりができる「仲間づくり」「友達づくり」の場を地域の中につ

くる活動のこと。 

か行 

用   語 解     説 

介護医療院 今後、増加が見込まれる慢性期の医療・介護ニーズへの対応のため、「日常

的な医学管理が必要な重介護者の受入れ」や「看取り・ターミナル」等の機

能と、「生活施設」としての機能を兼ね備えた、平成３０年度から新たに創

設される介護保険施設のこと。 

介護給付 要介護者（要介護１～５）に対して、居宅サービスや施設サービス、地域密

着型サービス等の提供により、介護サービス費を介護保険から支給すること。 

介護給付費準備基金 介護保険事業の保険給付に要する費用の財政の均衡を保つため設けられた基

金のこと。介護保険財政に余剰金が出た場合は、この基金に積み立てる。 

介護支援専門員 

(ケアマネジャー) 

要支援・要介護者からの相談に応じて、要支援・要介護者がその心身の状態

に応じて適切な居宅サービスや施設サービスを利用できるよう、市町村・居

宅サービス事業者・施設との連絡調整を行う人のこと。専門的知識・技術を

生かし、要支援･要介護者が自立した日常生活を営むのに必要な援助を行う。 

介護報酬 医療保険における診療報酬と同様、介護保険サービスの種類ごとに厚生労働

大臣が定める基準に基づき算定された保険給付の額（単位）のこと。通常、

１単位は 10円となっている。 

介護保険施設 要介護者を入所(入院)させ介護サービスを行う施設のこと。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(老人保健施設)、介護療養型医

療施設(介護療養病床)、介護医療院をいう。 

介護保険料 介護保険事業に必要な費用に充てるために拠出する金額で、市（保険者）が

被保険者から徴収する。第１号被保険者の保険料は、一定の基準により算定

した額（基準額）に所得に応じた率を乗じて得た額となる。 

介護予防給付 要支援者（要支援１、２）に対して、居宅サービスや地域密着型サービス等

の提供により、介護予防サービス費を介護保険から支給すること。 
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用   語 解     説 

介護予防支援 要支援１、２と認定された人を対象に、地域包括支援センターにおいて利用

者と契約し、指定介護予防サービス等を適切に利用できるように、その心身

の状況、置かれている環境、本人及び家族の希望等を勘案し、利用する指定

介護予防サービス等の種類、内容、担当する者等を定めた介護予防サービス

計画を作成する。また、そのサービスの提供が確保されるよう、介護予防サ

ービス事業者との連絡調整や便宜の提供を行うこと。 

介護予防・生活支

援サービス事業 

要支援者及び基本チェックリスト等の判定で生活機能の低下がみられる人を

対象に、介護予防と日常生活の自立を支援することを目的とした多様なサー

ビスを提供する事業。通所型サービス、訪問型サービス、その他の生活支援

サービス、介護予防ケアマネジメントにより構成される。 

介護予防・日常生

活支援総合事業 

市区町村が介護予防および日常生活支援のための施策を総合的に行えるよう、

平成２３年（２０１１年）の介護保険制度の改正において創設された事業で、

平成２６年（２０１４年）の制度改正により新たに再編成され、「介護予防・

生活支援サービス事業」「一般介護予防事業」からなっている。 

介護予防ケアマネ

ジメント 

自立支援を目的に、要支援者及び基本チェックリスト等の判定で生活機能の

低下がみられる人に対して、その有する能力や生活環境に応じて、訪問型サ

ービス、通所型サービス、その他の生活支援サービス、一般介護予防事業等

のサービスが適切に包括的かつ効率的に提供されるよう支援するケアマネジ

メントのこと。 

介護療養型医療施設 

(介護療養病床) 

慢性疾患を有し、長期の療養が必要な方のために、介護職員が手厚く配置さ

れた医療機関（施設）。病状は安定していても自宅での療養生活は難しいと

いう方が入所して、必要な医療サービス、日常生活における介護、リハビリ

テーションなどを受けることができる施設のこと。現行の介護療養病床の経

過措置期間については、６年間延長されることとなったため、平成３６年（２

０２４年）３月末で廃止予定。（要介護１以上の認定者が対象） 

介護老人福祉施設

(特別養護老人ホー

ム) 

入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づき、入浴、排せつ、食事

等の介護、その他日常生活上の世話、機能訓練、健康管理、及び療養上の世

話を行う施設のこと。（平成 27 年度から原則要介護３以上の認定者が対象） 

介護老人保健施設 

(老人保健施設) 

入所する病状が安定期にある要介護者に対し、施設サービス計画に基づき、

看護、医学的管理下における介護及び機能訓練、その他必要な医療、並びに

日常生活上の世話を行う施設のこと。（要介護１以上の認定者が対象） 

基本チェックリスト 市町村が実施する地域支援事業（介護予防事業）において、介護予防が必要

かを判定するために使用する 25 項目の質問リストのこと。厚生労働省のガ

イドラインに基づき、あてはまる項目について自分で回答していくスタイル。 

ＱＯＬ 物理的な豊かさやサービスの量、個々の身辺自立だけでなく、精神面を

含めた生活全体の豊かさと自己実現を含めた概念のこと。 
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用   語 解     説 

協議体 生活支援や介護予防に取組む生活支援コーディネーターと多様な団体が定期

的に情報共有を行うなど、連携・協働のために中核となる会議・ネットワー

クのこと。 

キャラバン・メイト 認知症サポーターを養成する「認知症サポーター養成講座」で講師役を務め

る人のこと。厚生労働省が平成 17 年度に始めた事業で、介護経験者らが研

修を受講して登録する。 

居住系サービス 要介護・要支援者を入居させ日常生活の世話を行うサービスのこと。特定施

設入居者生活介護(有料老人ホーム、ケアハウス等の特定施設)、認知症対応

型共同生活介護(認知症グループホーム)をいう。 

居宅介護支援 要介護１～５と認定された人に、居宅サービス等を適切に利用できるように、

利用者と契約し、その心身の状況、置かれている環境、本人及び家族の希望

等を勘案し、利用する指定居宅サービス等の種類、内容、担当する者等を定

めた居宅サービス計画を作成し、そのサービスの提供が確保されるよう、居

宅サービス事業者との連絡調整や便宜の提供を行うこと。介護保険施設への

入所を要する場合には、施設への紹介やその他の便宜の提供を行うこと。 

居宅介護支援事業所 要介護者が適切に居宅サービスを利用できるよう、介護サービス計画の作成

や居宅サービス事業者等との利用調整を行う事業者のこと。 

居宅サービス 要介護・要支援者が居宅において、または居宅から通うなどして受けるサー

ビスのこと。訪問介護、訪問看護や通所介護などをいう。 

ケアプラン 要支援・要介護者がサービスを適切に利用するため、その希望を取り入れて

作成されるサービス計画のこと。サービスが効率的・計画的に提供されるよ

う、目標設定や利用するサービスの種類、提供内容を具体的に決定し、それ

に基づいてサービスが提供される。計画は利用者の状態の変化に応じ、適宜

変更される。 

ケアマネジメント 要支援・要介護者が適切なサービスを受けられるように、アセスメントに基

づきケアプランを作成し、必要なサービスの提供を確保する一連の管理・運

用のこと。ケアが必要な人が、常に最適なサービスが受けられるよう、さま

ざまな社会資源を組み合わせ、調整することにより在宅福祉を支援するもの。 

軽費老人ホーム 老人福祉法に基づく居住施設のこと。60 歳以上のひとり暮らしなどの高齢

者が、自立した生活を維持できるように配慮された、ケアサービス付の施設。 

健康寿命 ｢あと何年、自立して健康に暮らせるか｣を表すもの。日常生活に介護などを

必要とせず、心身ともに自立した活動的な状態で生活できる期間のこと。 

口腔機能 咀嚼(かむ)、嚥下(飲み込む)、会話などの口の機能のこと。 
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さ行 

用   語 解     説 

サービス付き高齢

者向け住宅 

「高齢者住まい法」に規定された高齢者向けの住居。入居者に安否確認や生

活相談サービスの福祉サービスを提供する義務があり食事や介護、生活支援

などのサービス提供は住宅ごとに異なる。入居要件は、６０歳以上の単身・

夫婦世帯、あるいは要介護・要支援認定を受けている６０歳未満の人。 

事業対象者 介護予防・日常生活支援総合事業の対象者。基本チェックリストを実施し、

定められた基準に該当すれば、要介護認定を受けなくてもサービスの利用が

できる者のこと。 

社会福祉士 心身の障がいあるいは環境上の理由などが原因で、日常生活を営むことに支

障がある人の福祉に関する相談援助を行う専門職のこと。 

主任介護支援専門員 介護支援専門員に対するスーパーバイズ、地域包括ケアシステムを実現する

ために必要な情報の収集・発信、事業所や職種間の調整といった役割を担う

者のこと。 

重度化防止 要支援・要介護度がより重度になることを防止すること。 

新オレンジププラン 

 

正式名称は「認知症施策推進総合戦略」。平成２７年１月に厚生労働省が策

定した施策で、認知症の人が住み慣れた地域の良い環境で自分らしく暮らし

続けるために必要な「７つの柱」で構成されている。 

生活支援コーディ

ネーター 

高齢者の生活支援・介護予防サービスの体制整備を推進していくことを目的

とし、地域において、生活支援・介護予防サービスの提供体制の構築に向け

たコーディネート機能（主に資源開発やネットワーク構築の機能）を果たす

役割を持つ者のこと。 

生活機能 社会的に自立した生活を送るために必要な活動能力のこと。心身機能と日常

生活の活動、社会参加を包括的に捉えた概念である。 

生活習慣病 食生活・運動・喫煙・飲酒など生活習慣要因が深くかかわり、発症、進行す

る疾患の総称のこと。（糖尿病、高血圧症、心臓病など） 

成年後見制度 認知症、知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が十分でないために、

財産管理や身上監護(介護、施設への入退所などの生活について配慮するこ

と)に関する契約などの法律行為を自分で行うことが困難な人を保護、支援

する制度のこと。 
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た行 

用   語 解     説 

第１号被保険者 市町村が行う介護保険の被保険者で、市町村の区域内に住所を有する 65 歳

以上の人のこと。 

第１号保険料 介護保険制度において、市が第１号被保険者（６５歳以上）から徴収する介

護保険料のこと。その被保険者が属する保険者（市）の保険給付の財源に直

接充当される。保険料の額は、市が定める。 

第２号被保険者 市町村が行う介護保険の被保険者で、市町村の区域内に住所を有する 40 歳

以上 65 歳未満の医療保険に加入している人のこと。 

団塊の世代 第一次ベビーブームとなった戦後復興期の昭和２２年（１９４７年）から昭

和２４年（１９４９年）頃に生まれた世代のこと。 

地域ケア会議 高齢者の広範、多岐にわたるニーズに対応するため、福祉、保健、医療等の

各種サービスを総合的に調整し、適切なサービスの提供などが行われるよう

調整するために多職種で話し合う場のこと。 

地域支援事業 要支援・要介護状態になる前からの介護予防を推進するとともに、要介護状

態となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を

営むことができるよう支援するための事業のこと。 

地域福祉 地域社会を基盤に住民参加による公私協動に基づいて福祉コミュニティを構

築し、住民一人ひとりの生活保障を実現していく考え方のこと。 

地域包括ケアシス

テム 

高齢者が介護を必要とする状態になっても住み慣れた自宅や地域で安心して

暮らし続けることができるように「医療・介護・介護予防・住まい・生活支

援」の５つのサービスを一体的に受けられる支援体制のこと。団塊の世代が

75 歳を超える 2025 年（平成 37 年）に向けて、国の社会保障制度改革国民

会議も報告書で「速やかに導入を」と指摘しており、市町村がその主体性や

自主性に基づいて積極的に構築していく必要がある。 

地域包括支援セン

ター 

地域住民の心身の健康の保持、生活の安定のために必要な援助を行うことに

より、地域住民の保健医療の向上、および福祉の増進を包括的に支援するこ

とを目的として設置された機関のこと。センターでは大きく２つの事業を実

施する。①指定介護予防支援事業所は要支援１、２のケアプランを作成する。

②地域支援事業のうち包括的支援事業の実施で、介護予防事業のマネジメン

ト、介護保険外のサービスを含む高齢者や家族に対する総合的な相談・支援、

高齢者に対する虐待の防止・早期発見等の権利擁護事業、支援困難ケースな

どに対するケアマネジャーへの支援、地域ケア会議の開催や支援など。 

地域包括ケア 

「見える化システム」 

都道府県・市町村における計画策定・実行を支えるために、介護サービス見

込量等の将来推計支援等の機能をインターネット上で提供する厚生労働省の

システムのこと。 
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用   語 解     説 

地域密着型サービス 平成 18 年４月からの介護保険制度改正により創設された新しいサービス体

系で、今後増加が見込まれる認知症高齢者や中重度者ができる限り住み慣れ

た地域での生活ができるように、原則として日常生活圏域内でサービスの利

用及び提供が完結するサービス。事業者の指定や指導・監査は市町村が行い、

原則所在する市町村に居住する者が利用対象者となる。 

特定健康診査 

 

「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、医療保険者が４０歳から７

４歳の被保険者等を対象に実施するもので、生活習慣病の前段階であるメタ

ボリックシンドロームの状態にある人や予備群の人に対して、生活改善のた

めの指導を行うことを目的に行う健康診査のこと。 

特定施設 都道府県（地域密着型は市町村）の特定施設入居者生活介護の指定を受けて

介護保険サービスを提供する、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人

ホーム、サービス付き高齢者向け住宅のこと。 

閉じこもり 高齢者の生活の行動が家の中に限られて、日常生活の範囲が非常に狭くなっ

ている状態のこと。隣近所、買い物、通院など含め１週間に１回未満の外出

頻度が閉じこもり状態とされ、心身の活動の低下につながる。 

な行 

用   語 解     説 

日常生活圏域 高齢者が住み慣れた地域で適切なサービスを受けながら生活を継続できるよ

うに、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、介護給付等対象サ

ービスを提供するための施設整備の状況、その他の条件を総合的に勘案して

市町村が定める圏域。 

認知症 脳や身体の疾患などいろいろな原因で、脳の細胞が死んでしまったり、働き

が悪くなったために、さまざまな記憶や判断力といった知的機能が低下し、

自立した生活に支障が生じる状態のこと。 

認知症カフェ 認知症の人とその家族、地域住民、介護の専門スタッフ等が集い、飲食しな

がら団らんや情報交換、レクリエーションなどをして、孤立しがちな認知症

の人と家族に地域社会とのつながりを提供し交流する場所。 

認知症ケアパス 認知症の人ができる限り住み慣れた自宅で暮らし続け、認知症の人やその家

族が安心できるよう、認知症の発症から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のかをあらかじめ標準的に決

めておくサービス提供の流れのこと。 

認知症サポーター 「認知症サポーター養成講座」を受講し、認知症についての正しい知識、適

切な対応のしかたなどを日々の暮らしに生かし、自分のできる範囲で認知症

の人やその家族を応援していく人のこと。高齢化で増加する認知症への対策

として厚生労働省が平成 17年度に始めた事業。 
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用   語 解     説 

認知症初期集中 

支援チーム 

認知症の人（疑われる人も含む）やその家族の支援を包括的・集中的に行い、

地域での生活を継続していけるよう、自立生活のサポートを行うための認知

症専門医を含む複数の専門職から構成されるチームのこと。 

認知症地域支援 

推進員 

認知症の人や家族に関わる、医療機関、介護サービス事業所、支援機関等を

つなぐ連携支援を行うとともに、地域の実態に即した認知症施策を推進する

コーディネーターのこと。 

認定調査 介護保険制度において、要介護認定・要支援認定のために行われる調査のこ

と。調査は、市職員や委託を受けた事業者の職員等が被保険者の自宅や入所・

入院先などを訪問し、受けているサービスの状況、置かれている環境、心身

の状況、その他の事項について、全国共通の７４項目からなる認定調査票を

用いて公正に行われる。 

認定率 第１号被保険者に占める要介護・要支援認定の割合 

は行 

用   語 解     説 

肺炎球菌 肺炎球菌感染症を引き起こす細菌。日本人の約３～５％の高齢者で鼻や喉の

奥に菌が常在しているとされ、主に唾液などを通じて飛沫感染する。何らか

のきっかけで進展することで、気管支炎、肺炎、敗血症などの重い合併症を

起こすことがある。 

バリアフリー 高齢者や障がい者などが社会生活をしやすいように、物理的・社会的・心理

的な障壁(バリア)、または情報面･制度面などの障壁を取り除くこと。また

はその様な状態をいう。 

ＰＤＣＡサイクル Plan（計画）→Do（実行）→Check（評価）→Action（改善）のプロセスを

繰り返し、業務を改善していくこと。 

ま行 

用   語 解     説 

メタボリック 

シンドローム 

(内臓脂肪症候群) 

内臓脂肪型肥満を原因として引き起こされる高血糖、高血圧、高脂血症など

の症状が２つ以上重なった状態のこと。この状態が続くと心筋梗塞や脳梗塞

などの病気を引き起こす危険性が高くなる。 

や行 

用   語 解     説 

有料老人ホーム 「老人福祉法」に規定された高齢者向けの居住施設のこと。入居者に食事の

提供、入浴・排泄・食事の介護、洗濯・掃除等の家事、健康管理のいずれか

のサービスを提供しているものをいう。施設が介護保険事業者の指定を受け

て介護サービスを提供する「介護付有料老人ホーム」、介護が必要になった

場合は訪問介護など外部の在宅サービスを利用する「住宅型有料老人ホーム」、

自立した高齢者を対象とした施設で介護が必要となった場合は退去する「健

康型有料老人ホーム」がある。 
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用   語 解     説 

要介護者 

(要介護認定者) 

身体上または精神上の障がいがあるために、入浴、排泄、食事などの日常生

活における基本的な動作の全部または一部について介護を要する状態である

と認定された人のこと。40 歳以上 65 歳未満の人は、身体上または精神上の

障がいの原因が加齢に伴って生じる病気(特定疾病)によるものに限定される。 

養護老人ホーム おおむね６５歳以上で、環境上の理由及び経済的な理由により、居宅で生活

することが困難な人を入所させる施設のこと。施設の入所は市町村の措置に

よって行われる。 

要支援認定者 身体上または精神上の障がいがあるために、入浴、排泄、食事などの日常生

活における基本的な動作の全部または一部について介護を要する状態の軽減

若しくは悪化の防止に資する支援を要すると認定された人のこと。40歳以上

65歳未満の人は、要介護者と同様、障がいの原因が特定疾病によるものに限

定される。 

要介護度 どの介護または支援を必要としているかをランク分けしたもの。訪問調査の

結果をコンピュータで判断する一次判定と、主治医の意見書を加えて医療や

福祉の専門家が判断する二次判定の結果によって決定される介護・支援の段

階のこと。介護度は、要支援１、２、要介護１～５の７段階。 

ら行 

用   語 解     説 

レスパイトケア 介護者が解放される時間をつくり、心身疲労や共倒れを防止するための対応 

ロコモティブ 

シンドローム 

(運動器症候群) 

日本整形外科学会が 2007 年（平成 19 年）に提唱した、運動器の衰えや疾患

（加齢や生活習慣が主原因）によって運動機能が低下し、要介護になるリス

クが高まる状態のこと。加齢による運動器自体の疾患（変形性関節症、骨粗

鬆症など）や運動器の衰え（筋力・持久力・バランス能力低下など）により、

立って歩く、衣服の着脱やトイレなど、最低限の日常生活動作さえも自立し

て行えなくなり、健康寿命の短縮、閉じこもり、廃用症候群や寝たきりなど

の要介護状態になっていく。 

 

 

 

  


