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要旨：加齢によって自立した生活が困難になった高齢者が、住み慣れた生活拠点から離れ、別の拠点へ移動して生活
しなければならない現実を把握しながら、その生活の変化を分析する。既往の研究では、生活拠点移動が高齢者にとっ
ては身体的、心理的負担になると指摘されており、そのパターンが検討されてきた。本研究では、特別養護老人ホーム
とケアハウスの入所者を対象として生活拠点移動の実態を把握し、生活拠点移動による生活の変化を考察する。
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１．研究の目的

生活拠点を移動することに関する実態を分析した。その

高齢者関連施設に入所を希望する高齢者の数は増加し

結果、高齢者にとっては、住み替えによって居住条件を

ている。生活拠点の移動は高齢者にとっては住み慣れた

高めていく方法ではなく、生活拠点はなるべく移動せず

地域を離れることであり、心身にも大きな負担になると

にサービス機能を取り込んでいく、住み続けるための居

言われている。そして、入所した施設が安定して住み続

住対策の考えを理念として定着させることが重要である

けられる生活拠点になっているのかが問題である。

ことを論じた。

本研究では、主要な高齢者施設のうち、特別養護老人

また森永らは２）、ケアハウスの生活拠点移動をリロケ

ホーム（以下、特養）、とケアハウスを取り上げ、今ま

ーションと名づけて調査し、在宅生活を行っている高齢

で明らかにされてきた高齢者が居住場所を替えなければ

者が、どのような問題に直面してケアハウスに入居する

ならない状況を踏まえて、生活拠点移動の経路を分析し、

か、その主な理由を心理的不安、家族関係の解消、家事

生活拠点移動による生活の変化を考察する。

の負担解消、住宅の問題にわけて聞き、家事、住宅の問
題より心理的、家族関係が原因で入所した高齢者が多か

２．先行研究

ったとし、その原因が1つではなく複数になっている場

大原は 、高齢者が生活していた家、居住地を変える

合が多いと述べた。そして、入所前の住宅の実態調査で

ことを住みつき型、住み替え型、住み変わり型と分類し、

は入居前に持ち家に居住していた場合は、その規模が大

そこから老人ホーム、特別養護老人ホーム、病院、養護

きく高齢者にとってはその管理がかなりの負担になって

施設などに移動することに着目して中間施設論を提案し

いたことと、借家の場合では狭さと老巧化など全般的に

た。この研究で住宅を含め、老人ホーム、長期入院のた

居住環境が悪かったことを問題点としてあげた。ケアハ

めの病棟など長期間生活、居住するための空間を広い意

ウスに対する認識も一時的あるいはセカンドハウス的に

味で『生活拠点』とし、高齢期において人々がこれらの

利用している人が多く、一方、家を処分して入居した人
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は「終のすみか」として、住み続けたい人が多いと述べ

４．アンケート調査結果

た。

４−１．入所者の年齢構成

前者の研究では、住み続けるための居住対策の重要性

特養では、後期高齢者のうちの76歳以上の割合が86％

が指摘されたが、その後の介護保険実施後も高齢者が生

を示しており高くなっている。特に86歳以上も48％に上

活拠点移動を繰り返さざるを得ない状況が続いている。

り、入所者のほぼ半分を占めている。ケアハウスでも76

後者の研究は、ケアハウスについてその要因を分析した。

歳以上の高齢者の割合が81％を示しており、81歳から90

これらの研究の成果と現状をふまえ、本研究では、特養

歳までの高齢者が47％に上り、ほぼ半分の入所者が80代

とケアハウスについて入退所の経路の把握と生活拠点移

の高齢者であった。

動による生活変化を考察した。

表３．入所者の年齢構成

３．調査方法
大阪市健康福祉局のホームページの資料をもとに大阪
市内の特養、ケアハウスの内５０ヶ所を対象に2003年現
在、入所している高齢者の性別、年齢、介護度などの基
本的属性と入所期間、入所前の居住場所と退所の経路に
ついてアンケート調査を実施した。調査期間は2003年 9
月から10月である。そのうち、回答のあった18ヶ所を分
析した。回答率は34％である。また、施設の了解を得て
入所者の個人ヒアリング調査を2003年12月に行い、個人
生活の変化や生活拠点移動の経緯などを聞き取り、分析
した。

入所者を男女別にみると特養では、男性251人に対し
表１．アンケート対象の施設数

女性は783人、ケアハウスでは男性が65人、女性が222人
であり、両施設とも約3：7の割で女性の方が多い。特養
では、女性では86歳以上が48％と約半分を占めているの
に対し、男性では71歳から80歳までが61％で、男性が比
較的低い年齢で入所している傾向が見られた。

表２．調査対象施設一覧
表４．入所者の男女別構成
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表７．入所期間

特養の入所者では介護度３以上が70％を示し、介護度
が高い入所者が多い。一方でケアハウスでは要支援と介
護度１、２をあわせて87％と大半を占めており、介護度
が３以上になると退所していることが推測される。特養
では、要介護度の高い独居の高齢者が入所できなくなる
ことが予想されることから、2002年9月に厚生労働省は
特養などへの入所指針を示し、それまでは申し込み順と
なっていたものを入所の緊急性を判断してサービスを受
ける必要性が高い人を優先的に入所させるように改正し
た。
表５．要介護度

表８．平均入所期間

４−３．入所期間
調査対象のケアハウスは、開設後が3-4年のところが
多いことを考えると入所期間が3年以上の入所者のかな
りの部分は開設と同時に入所して、今まで生活している
人であることが推測される。特養では、5年以上生活し
た人が22％いる一方で3年未満が過半数を占めていた。
すでに退所している人の平均入所期間を、常に満室であ
ったと仮定して開設年数×定員÷（退所者総数）によっ
て施設ごとに計算すると表８の結果になる。特養の平均
入所期間の平均は4.78年、ケアハウスは3.27年である。
４−４．入所前の家族構成
表６．調査施設の開設期間

高齢者が施設に入所する前の居住場所が自宅であった
場合について、その時の家族構成を把握した14ヵ所の施
設の回答によると、特養の場合、一人暮らしは31%で、
夫婦のみ23%、子供又は他の家族との同居が46％に上り、
入所前から家族の介護など生活面での援助を受けながら
生活していたことが推測される。一方でケアハウスでは
62％の人がひとり暮らしであり、身のまわりのことは自
分でできていたが、加齢のため心理的な不安感から施設
への入所を希望していたケースも含まれている。
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能な施設があることが必要である。

表９．入所前の家族構成

表１１．入所前の居住地域

４−５．入所前の居住場所
自宅から施設に直接入所した人は、ケアハウスでは
80％を超え高い割合を示した。特養では、病院からが
30％、老人保健施設からの移動も39％であり、自宅から
の24％を上回った。特養入所者の多くが入所前に介護な
どの必要性からすでに自宅を離れて他の施設で生活して
いたことになる。
特養の待機者が多いために、在宅での生活が困難にな
った高齢者は、病院や老人保健施設に入所し特養の入所
を待っている状況が考えられる。

４−７．退所後の行き先
特養では施設を退所して自宅に帰ることは少なかっ
た。特養では死亡に至ることが多く、多くの高齢者にと
っては「終のすみか」となっている。一方で、医療行為
が必要なため病院に移っているケースも39％と多く、再
度生活拠点の移動を繰り返している実態もある。
ケアハウスでは、退所して自宅に戻る場合が42％と比較

表１０．

入所前の居住場所

的多いが、必ずしも入所前の自宅であるとは限らず家族
の近くで高齢者が新たに一人暮らしをはじめるケースも
含まれている。施設での生活に適応しなかったため自宅
に戻ることもあり、施設に入所を希望する一方で自宅を
残し、そうした場合に備えている例もみられた。また病
院や特養など他の施設に移っている割合が48％あり、ケ
アハウスは終のすみかになっていない。高齢者にとって
は終のすみかとして安心してすむことができる居住場所
の確保が必要であるが、家から施設へ、施設から施設へ
の入退所を繰り返している厳しい現実が伺える。

表１２．退所後の行き先

４−６．入所前の居住地域
入所前に住んでいた居住地域に関しては表11のとおり
である。特養の場合には施設と同じ行政区内からの移動
が48％であり、同じ生活圏内で施設を選択している割合
が高い。ケアハウスでは同じ行政区外の市内から移動が
49％と最も多く、市内とはいえやや離れた地域への移動
を伴っていると言える。高齢者にとっては居住地域を急
に変わることなく、施設に入所しても家族が側にいる範
囲で生活できることが望ましく、すべての地域に入所可
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表1３．特養のヒアリング調査概要

５．ヒアリング調査結果

ケースｂ、ｄは家族との同居であった。４人共に入所前

入所者に対するヒアリング調査では、入所前の身体状
況、生活環境から入所後の変化を把握し、生活拠点移動

に住んでいた居住地域は、施設と同じ行政区域内であっ
た。

に伴う生活変化について分析した。生活変化の指標とし

ケースaの場合、以前は和裁をしており、手芸はなん

て、家族関係、交友関係を含む各個人に対する社会的な

でも好きと話していたが目が見えなくなり、それ以上続

関わりや、所持品、趣味生活などを設定してそのデータ

けることはできなくなった。また料理が好きで「今でも

の分析を試みた。Ｓ特養では定員80名のうち、施設と家

料理をしている夢をみる」そうだ。ケースｂは旅行が趣

族の了解を得た4人の方から、Ｔケアハウスでは定員40

味であったが、「ここではできないことばかり」と話し

名のうち、施設にヒアリング調査の趣旨を説明し、本人

ていた。ケースcも好きだった和裁も歌も今は続けてい

の了解を得られた6人の方から協力を得ることができた。

ない。いずれのケースも入所後、以前からしていた自分
の趣味生活を続けることができなくなり、それを続けた
い気持ちさえだんだん薄くなってきていると考えられ

５−１．特養のヒアリング
調査対象になった特養居住の４人の方は施設が開設し

る。
特養で４人部屋の場合、自分の荷物を十分に収納する

た2001年4月から入所し、施設での生活が２年あまりに
なる。入所前の家族構成はケースa 、cは一人暮らし、

空間が少なく、ベッドの周辺にわずかのものを置いてい
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表１４．ケアハウスのヒアリング調査概要

る。入所前にほとんどの所持品を処分し簡単な身の回り

ケースdの場合は、近くに自宅があり、妻と二人暮らし

のものをもって入所していた。趣味の着物やアクセサリ

をしたが、妻の方が体力的に疲れ、入所を決めた経緯が

ー類もここでは必要ないと処分している例がみられた。

あり週２−３日は自宅で生活していた。

入所前の友人との交流を維持できているケースはほとん
どなく、ケースbの場合は以前住んでいた団地に親しい

５−２．ケアハウスのヒアリング

友人が２人いたが、今では正月に帰った時に会うくらい

ケアハウスの対象者のうち、入所前に一人暮らしだっ

で活発な交流とは言えない状況であった。4人とも食事

た人は３人で、ケースeの場合、家族関係のトラブルが

時間以外には自分の部屋で一日を過ごすことが多く、施

あって家族から離れたが、一人で生活することが不安に

設内の入所者間の交流も少なかった。

なり施設への入所を希望した。ケースhの場合、両親の

家族との交流については、4人とも密であり自宅が同

死亡で一人になり、一人になってからは不安感があり施

じ行政区内にあることもそれを助けていると思われる。

設を探した。ケースｆの場合は５０年以上一人で暮らし
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ており、身体的に介助を受けることが必要になってから

り得ていない。このことは、ケアハウス入所者の

は近所の人に頼って生活をしていたが、安心して暮らす

87％の要介護度は２以下であり、ケアハウスが要介

ことができなかったため施設の入所を希望した。ケアハ

護の高い高齢者に対応していないことと深く関わっ

ウスでは身体的な理由よりも独居生活の不安を解消する

ている。

ために施設での生活を希望しているケースが多いと考え
られる。ケースjの男性は夫婦で入所しているが、長期

４）施設への生活拠点移動によって、高齢者が自分らし

間の療養生活が必要なため、介護サービスが提供される

い生活を維持するのが難しくなっているケースが多

施設を住まいに選択した。入所前の居住地域は施設の近

かった。在宅生活を送っていたときにもっていた趣

辺であることが多く、その場合、入所後も家族や友だち

味や楽しみ、友人との交流を維持できている人は少

と会うために外出するなど以前の生活をそのまま維持す

なかった。特に特養ではその傾向が顕著である。ま

ることが可能になっている。以前から趣味をもっていな

た思い出の品やおしゃれのための道具など、自身の

かったケースe,hの場合は入所してからお茶などをはじ

アイデンティティを象徴する所持品が減少していっ

め、入居者との交流をしていた。一方、ケースfのよう

ていることは、それに拍車をかけている。

に入所してからお茶、お花などの趣味をやめ、まったく
なにもしない場合もある。ケースh,iは入所後、施設外

５）特養の場合、身体機能の低下、家族関係の縮小など

の活動も活発であり、デイーサービスの利用、友だちに

により、それ以上生活を維持することが困難になり、

会う、外部での趣味生活などで外出していた。ケアハウ

長期間生活していた生活拠点を離れ，施設の入所を

スでは個室生活であり、内部にも収納空間が多く取られ、

選択した。その際、生活変化をみると、①入所前の

日常生活用品はかなり収納ができるが、調査対象者の中

友だちとの交流は途絶え、②一方、通院のつきそい

にはほとんどのものを捨てて入居した方もいた。やはり

などのための家族の訪問は一定維持されていた。③

自分の家というよりも臨時的に入所している施設という

入所後、施設内で新しく友だちが出来ることは少な

意識が入所者に強いのではないかと考えられる。

く、社会的な交流関係が薄くなる傾向がみられる。
④趣味生活を続けている人も少なく、単調な生活に

６．まとめ

なっていることが推測される。⑤拠点移動の際の所

１）年齢別には後期高齢者のうちの76歳以上の割合が特

持品の数も多くなく、生活に必要な簡単なものだけ

養入所者の86％、ケアハウスの81％を占めている。

をもってきている人が多く、自身のアイデンティテ

特に特養では約半数の48％が86歳以上である。また、

ィ喪失につながっていると思われる。

入所期間は共に6ヶ月未満から5年以上まで広く分布
していたが、特養では3年未満の短期入所者と5年以

６）ケアハウスの場合、一人暮らしをしていた人が多く、

上の長期間入所者に二極分化していた。

入所理由として身体的な原因より、緊急時への不安
が大きかった。①入所後は施設内のクラブ活動など

２）ケアハウスへの入所は自宅からが83％なのに対して、

をはじめ、施設を中心に生活領域を形成している人

特養への入所は病院や他の施設からが73％であり、

と、入所以前の地域に外出し以前の生活範囲を維持

特養へ入所する前にすでに自宅を離れて生活拠点移

する人がみられた。入所後もできる限り以前の生活

動を繰り返している実態があった。

のパターンを続けようとする意思が強いと考えられ
る。②ケアハウスでは一定の収納空間が設けられて

３）退所後の行き先については、特養では死亡が半数を

いるため、入所前から使っていた日常生活用品は続

占め最後の生活拠点となっている一方、病院への移

けて使うことができている。しかし、入所の際処分

動を中心に再度生活拠点移動を繰り返しているケー

したものも多くあった。

スも多い。施設ごとの退所者の平均入所期間の平均
は4.78年であった。ケアハウスでは、自宅へ帰って

今回の調査では、生活拠点移動による生活変化につい

いるケースが42％ある一方で、死亡に至っているケ

ては調査事例数が少なく、おおよその傾向を読みとるに

ースはごくわずかで、40％が病院や他の施設に再度

とどまったが、生活変化をとらえる際、趣味生活の維持、

移動している。また施設ごとの退所者の平均入所期

交友関係、家族関係、所持品の変化をその指標とするこ

間の平均は3.27年であり、安定した生活拠点にはな

とが有効であったため、今後は、これらの指標をもとに

（7）
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入所者の個人調査を行う予定である。

論文、P.22-27 (1989)
２）森永
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