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－ 用 語 説 明 － 
 

【う】 

運営適正化委員会 

  社会福祉法第 83条の規定により、公正・中立な第三者機関として、福祉サービス利用

援助事業の適正な運営を確保するとともに、福祉サービスに関する利用者からの苦情を

適切に解決するため都道府県社会福祉協議会に設置されるもの。 

 

運動器症候群（ロコモティブシンドローム） 

  運動器官の障害によって日常生活で人や道具の助けが必要な状態やその一歩手前の状

態をいう。運動器官とは、筋肉、関節、骨など、人が移動するために使う器官のことを指

す。筋力が低下したり、関節に疾患があったり、骨がもろくなっていたりすると、運動機

能が低下し日常の生活に不便が生じる。こうした運動機能の低下は高齢期に入ってからで

はなく、初期症状は 40 代から始まると言われており、中年期から意識し予防する必要が

ある。 

 

【え】 

ＮＰＯ（Nonprofit Organization） 

  市民の自発性に基づいた、営利を目的としない、自立的・継続的に、社会サービスを

提供する団体で、法人だけでなく、ボランティア団体や市民活動団体などの任意団体も 

含む。このうち、ＮＰＯ法人とは、特定非営利活動促進法に基づき設立される団体を指す。 

 

エンディングノート 

  認知症等の症状が重症化し、自分で意思を伝えることが困難となる前に、自分の情報

や終末期の過ごし方及び死亡後の希望等を記載しておく記録帳のこと。 

 

【か】 

介護給付 

 要介護の認定を受けた人に、介護の必要の程度に応じた介護サービスが提供され、その

費用として給付されるもの。 

 

介護給付適正化 

  介護保険の給付の適正化を図るため、要介護認定にあたり適切に認定した上で、要介

護者が真に必要とするサービスを、サービス提供事業者がルールに従って適切に提供す

るように促すこと。 

 

介護給付費 

  要介護（要支援）者に提供される介護（予防）サービスに係る費用のうち利用者負担

を除いた、介護保険から給付される費用が総給付費であり、これに、特定入所者介護サ

ービス費等給付額及び高額介護サービス費等給付額、高額医療合算介護サービス費等給

付額、算定対象審査支払手数料を加算したのが標準給付費である。 

 

介護支援専門員（ケアマネジャー） 

要介護認定者等からの相談に応じ、心身の状況に応じた適切なサービスを受けられる

ようサービス事業者等との連絡調整を行う者をいう。 
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保健・医療・福祉・介護の実務経験者で、都道府県知事が行う介護支援専門員実務研

修受講試験に合格し、実務研修を修了した者が、介護支援専門員の登録及び介護支援専

門員証の交付申請により、介護支援専門員証の交付を受けた者が実務に就くことができ

る。 

 

介護相談員 

介護サービス事業所等を訪ね、サービス利用者等の話を聞き、相談対応などを行う者。

介護相談員派遣等事業を行う市町村に登録されている。利用者の疑問や不満、不安の解

消を図るとともに、介護サービス事業所の質の向上を図り、苦情に至る事態を未然に防

止する。 

 

介護認定審査会 

  保険者である市町村が要介護（要支援）認定等を審査・判定するため、保健・医療・

福祉・介護の学識経験者を委員として任命し、設置する機関。複数の市町村で共同設置す

ることもでき、一部事務組合等が設置することもある。 

 

介護福祉士 

 国家資格であり、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障

がある者につき入浴、排せつ、食事その他の介護を行い、並びにその者及びその介護者

に対して介護に関する指導を行うことを業とする者をいう。 

 

介護保険施設 

  要介護者を入所（入院）させて施設サービスを行うもので、①介護老人福祉施設（特

別養護老人ホーム）、②介護老人保健施設、③介護療養型医療施設がある。 

  

介護予防サービス事業者 

訪問介護、通所介護、福祉用具貸与等、居宅の要支援者に対し介護予防サービスを提

供する都道府県知事（政令市・中核市は市長）の指定を受けた事業者。 

 

介護予防支援 

要支援者から依頼を受けた担当の地域包括支援センターが介護予防サービスなどを適

切に利用し、利用者本人のできることを増やし、生き生きと生活できるように、①介護

予防サービス計画を作成するとともに、②計画に基づくサービス提供が確保されるよう

事業者との連絡調整を行う。 

 

介護予防・日常生活支援総合事業 

  介護予防と日常生活支援を総合的かつ一体的に行うため、平成２９年４月までにすべ

ての市町村が介護保険法の地域支援事業において実施する以下の事業。 

①要支援者と介護予防・生活支援サービス事業対象者が利用する訪問型サービスと通所型

サービス等の「介護予防・生活支援サービス事業」 

②全ての高齢者が利用する体操教室等の普及啓発等を内容とする「一般介護予防事業」 

 

介護老人保健施設 

病状安定期にあり、入院治療する必要はないが、リハビリ、看護・介護を必要とする

要介護者に対し、看護、医学的管理下での介護、機能訓練その他日常生活上の世話等の

サービスの提供を行う施設。 
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かかりつけ医 

 自分の体の状態を把握している身近な医師。普段の健康管理、病気の初期治療、高度

な検査や治療を必要とするかどうかの判断や病院の紹介などを行う。 

 

看護師等養成所 

  保健師養成所、助産師養成所、看護師養成所及び准看護師養成所。 

 

【き】 

キャラバン・メイト 

  認知症に対する正しい知識と具体的な対応方法等を市民に伝える「認知症サポーター

養成講座」の講師役。所定のキャラバン・メイト養成研修を受講することで資格を得る。 

 

キャリアパス支援 

  福祉・介護人材の就労年数や職域階層等に応じた知識や技術等を修得し、スキルアッ

プ等を促進するための研修等を支援する。 

 

居宅介護支援 

要介護者から依頼を受けた居宅介護支援事業所等の介護支援専門員が、居宅サービス

などを適切に利用できるように、①居宅サービス計画を作成するとともに、②計画に基

づくサービス提供が確保されるよう事業者との連絡調整を行い、介護保険施設等への入

所が必要な場合には紹介等を行う。 

 

居宅介護支援事業所 

居宅介護支援を行う都道府県（政令市・中核市は市長）から指定を受けた事業所であ

り、介護支援専門員(ケアマネジャー)の常勤が義務付けられている。 

 

居宅サービス事業者 

訪問介護、通所介護、福祉用具貸与など居宅の要介護者への介護サービスを行う都道

府県知事(政令市・中核市は市長)の指定を受けた事業者。 

指定は、申請により事業所ごと、サービス種類ごとに行われるが、申請者が法人であ

ることや人員基準、設備・運営の基準に従って適正に運営することが要件になっており、

欠格事由に該当した場合は指定を取り消すことができる。 

 

居宅療養管理指導 

医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士又は管理栄養士が、通院困難な要介護者等の居宅

を訪問し、療養上の管理指導を行う。 

 

【く】 

苦情解決第三者委員 

社会福祉事業等の経営者が、利用者等からの苦情を解決しようとする際に、社会性や客

観性を確保し、利用者の立場や特性に配慮した適切な対応を進めるため設置するもの。

厚生労働省の「社会福祉事業の経営者による福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの

指針」において、中立・公正性の確保のため、複数であることが望ましいとされている。 
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【け】 

ケアハウス 

  原則として 60 歳以上の者（夫婦の場合、どちらか一方が 60 歳以上）で、かつ、自炊

ができない程度の身体機能の低下が認められ、又は高齢等のため独立して生活するには 

不安が認められる者であって、家族による援助を受けることが困難な者が入所できる施設。 

 

ケアプラン（介護サービス計画） 

要介護者等の心身の状況、生活環境等を把握・分析し、利用者が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に提供されるサービスを位置付けた総合サービス計画。

居宅の場合の「居宅サービス計画」、施設の場合の「施設サービス計画」が作成され、介

護保険のサービスは、すべて介護サービス計画に基づいて提供される。 

 

ケアマネジメント 

  介護保険制度においては、要介護者等の様々なニーズを把握し、保健・医療・福祉・

介護サービスなどを受けられるように調整し、提供しようとする仕組みのことをいう。 

 

軽費老人ホーム 

60歳以上の者（夫婦の場合、どちらか一方が60歳以上）で、かつ、身体機能の低下や高齢

等のため、独立して生活するには不安が認められる者で、家族による援助を受けることが困難

な者が低額な料金で入所できる施設。 

入所者の生活相談、食事サービスの提供等及び緊急時の対応を行う。入所者が個別の介護等

を必要とする状態になった場合は、外部の在宅福祉サービスを利用する。 

軽費老人ホームには、食事の提供や日常生活上必要な便宜を供与する「A型」と自炊が原則

の「B型」、高齢者が車椅子生活となっても自立した生活を送れるよう配慮した「ケアハウス」

がある。 

 

健康寿命 

一生のうち、健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間。 

 

健康福祉情報の森 

インターネットを通じて、県民が容易かつ一元的に保健・医療・福祉・介護に関する

情報を入手することができるようにするために設けた、健康福祉関係の各種行政情報を

提供するホームページの呼称。 

 

健康福祉センター 

 保健所と福祉事務所機能を有する支庁社会福祉課との統合により、平成 16 年度から設置

された千葉県の出先機関であり、地域保健法に基づく保健所として、保健所の名称も併用

している。 

 地域保健・医療・福祉の総合的窓口として、精神保健、難病対策、エイズ対策等保健サ

ービスや、食品衛生、生活環境、医事、薬事等に関する監視及び指導、検査業務、生活保

護、児童、母子・寡婦、高齢者、障害者等の福祉に関することなどを行っている。 

 

権利擁護 

自己の権利や援助のニーズを表明することが困難な高齢者や障害がある人に代わって、

援助者が代理人としてその権利やニーズの獲得を行うこと。アドボカシーと表されること

もある。 



- 285 - 

【こ】 

広域型特別養護老人ホーム 

老人福祉法上の特別養護老人ホームであって、入所定員が 30人以上である介護保険法上

の介護老人福祉施設をいう。所在市町村以外の住民の入所が可能である。 

一方、入所定員 29人以下のものを地域密着型特別養護老人ホームという。 

《参考》広域型特別養護老人ホームのサテライト展開 

地域密着型特別養護老人ホームの効率的かつ地域に開かれた事業運営を確保する観点か

ら、既存の広域型特別養護老人ホームとの密接な連携を条件として、近隣地域に入所定員

29人以下の特別養護老人ホームを整備すること。整備する際は、人員や設備基準の緩和措

置がある。 

 

行動・心理症状 

  認知症の症状のひとつである行動・心理症状【BPSD（Behavioral and Psychological 

Symptoms of Dementia）】は、周辺症状ともいわれ、本人の性格、環境、人間関係などの要

因がからみあって、不安・焦燥、うつ状態、幻覚・妄想、徘徊、興奮・暴力、不潔行為等

の精神症状や日常生活における行動上の問題が起きてくるものである。対応は、原因や状

況に応じて、薬物療法や心理療法、環境の調整、周囲の人の理解など対応方法の工夫をす

る。薬物を用いない対応が原則となるが、認知症の人（本人）あるいは家族等に身体的な

危険が及ぶ可能性がある場合には、薬物療法の適応となることがある。 

 

高齢者虐待 

  高齢者の心身に傷を負わせる人権侵害の行為を意味する。殴る蹴るなどの身体的虐待、

ののしる、無視するなどの心理的虐待、食事を与えないなどの介護や世話の放棄・放任、

財産を勝手に使うなどの経済的虐待、性的虐待がある。 

 

高齢者虐待防止ネットワーク 

  高齢者虐待の防止や早期発見、虐待を受けた高齢者や養護者に対する適切な支援を行う

ために、市町村（地域包括支援センター）が整備する関係機関や民間団体との連携協力体

制のこと。 

  ネットワークの機能として、厚生労働省は、民生委員、地域住民、社会福祉協議会等か

らなる「早期発見・見守りネットワーク」、介護保険サービス事業者等からなる「保健医療

福祉サービス介入ネットワーク」及び行政機関、法律関係者、医療機関等からなる「関係

専門機関介入支援ネットワーク」の 3種類を示している。 

 

高齢者向け優良賃貸住宅 

高齢者の身体機能に対応した設計、設備を備え、高齢者に配慮した賃貸住宅。平成 17

年度までに認定された団地については、入居者の家賃負担の軽減措置がある。なお、現在、

認定制度は廃止されている。 

 

誤嚥性肺炎 

  高齢や病気等で飲み込む力が低下することによる「誤嚥【ごえん】（口の中の唾液、たん、

食べ物が気管の中に入り込むこと）」によって、口の中の細菌が肺まで到達し炎症を引き起

こすことに起因する肺炎。口の中をきれいにすることで細菌を減らし、リスクの低減が図

られる。 
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国民健康保険団体連合会 

  国民健康保険の保険者が、診療報酬の審査支払等のために共同して設立している公法

人。介護保険においては、介護サービス費の請求に関する審査支払、介護サービスに関

する苦情相談等を行う。 

 

個室ユニットケア 

  施設の居室を個室として、10 人程度のグループに分け、それぞれを１つの生活単位 

（ユニット）とし、このユニットごとに食事や入浴、施設内の行事などの日常生活を送

り、少人数の家庭的な雰囲気の中で生活を共にしながら個別にケアを行う。 

「プライバシーを確保した生活空間が可能となる」、「入所者の家族が他の入所者に気

兼ねなく訪問できる」等の利点がある。 

 

コミュニティソーシャルワーク 

一人ひとりを支える活動である個別支援（ソーシャルワーク）と、地域全体で取り組む

活動である地域支援（コミュニティワーク）を総合的にコーディネートして、要援助者の

地域における自立した生活を支援すること。個別支援と地域支援の両方を相互補完的に用

いつつ、既存の地域資源を活用し、必要に応じて新たなネットワークやサービスを構築す

ることで、地域住民を主体とする誰もが暮らしやすい地域社会づくりに繋がることが期待

されるもの。 

 

孤立死（孤独死） 

国は孤立死について「社会から孤立した結果、死後長期間放置されるような孤立死」と

して抽象的に定義し、具体的な基準は定めていない。 

平成 24、25 年度に㈱野村総合研究所が国の委託事業で行った「「孤独死」の実態把握の

あり方に関する調査研究報告書」及び「孤立（死）対策につながる実態把握の仕組みの開

発と自治体での試行運用に関わる調査研究事業報告書」においても、孤独死の定義は困難

であり、直接的な対策は存在しないと報告されている。 

なお、県においても独自の基準は定めておらず、平成 25 年度の第 47 回県政世論調査に

おいても、「孤立死（孤独死）」について必ずしも一定のイメージがあるわけではないとい

う結果になっている。 

 

コンビニ防犯ボックス 

  県、市町村、警察及び地域住民等が一体となった新たな防犯体制による地域防犯活動を

推進するため、地域住民の生活に身近なコンビニエンスストアなどに設置している地域防

犯の拠点施設。同所に警察官 OBであるセーフティアドバイザーを配置して防犯ボランティ

アとの合同パトロールや子どもの帰宅時間帯における見守り活動等を行う。 

 

【さ】 

サービス付き高齢者向け住宅 

高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づき都道府県等に登録され、高齢者を対象に

提供される賃貸住宅等。居室面積や設備、バリアフリー構造、安否確認や生活相談サービ

スなどの登録基準がある。要件を満たせば有料老人ホームも登録できる。 

 

在宅医療 

住み慣れた家庭や地域で安心して療養が受けられるよう在宅で医療を行うこと。在宅医

療としては、医師による訪問診療、看護師による訪問看護、理学療法士等による訪問リハ
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ビリテーション、歯科医師による訪問歯科診療等がある。 

 

在宅医療・介護連携支援センター（仮称） 

介護保険の知識を有する看護師、医療ソーシャルワーカー等を配置し、地域の医療・

介護関係者等からの相談を受け付ける機関。必要に応じて市町村が実施する在宅医療・

介護連携推進事業を支援する。名称の使用及び建物の設置を必須とはしない。 

 

在宅療養者 

急性期の治療が終わり、自宅や入所中の施設などの「生活の場」において、訪問診療、

訪問看護、介護サービス等を受けながら療養している者。 

 

作業療法士 
国家資格であり、医師の指示の下に、身体又は精神に障害のある人に対し、その応用的

動作能力又は社会適用能力回復のため、手芸、工作その他の作業を指導する者をいう。 
 

【し】 

支援員 

養護老人ホームにおいて、入所者が自立した日常生活を営むために必要な援助を行う者。 

 

指定介護療養型医療施設 

療養病床等を持つ病院・診療所の介護保険適用部分に入院する要介護者に対し、施設

サービス計画に基づき、療養上の管理・看護・医学的管理下の介護等の世話・機能訓練

等の必要な医療を行うことを目的とした施設。 

 

市民後見人 

第三者成年後見人等として裁判所から選任をされた者で、一般的には弁護士・司法書

士・社会福祉士等の資格を有していない者。身寄りがなく経済的な余裕が無い成年被後

見人等の増加など、様々な要因から専門職後見人の担い手不足が深刻化している一方で、

ボランティア精神があり同じ地域住民の目線から後見業務が可能になる等のメリットが

あり、今後の後見人等の担い手として期待されている。 

 

社会福祉士 

国家資格であり、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常

生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う

ことを業とする者をいう。 

 

 

若年性認知症 

  65 歳未満で発症した認知症の総称。原因となる疾患は、脳血管性認知症、アルツハイマ

ー病、頭部外傷後遺症、前頭側頭型認知症など多様である。国の調査では、18歳から 64

歳人口における人口 10万人当たり若年性認知症数は 47.6 人で、全国における若年性認知

症者数 3.78 万人（平成 21 年 3月公表）と推計。 

 

住宅改修 

住む人が、より安全に、より快適に、自立した生活を送ることができるよう住宅を  

改修すること。介護保険制度においては、居宅の要介護認定者等が、手すりの取付け
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などの住宅の改修を行ったときに、その改修経費の一部を支給するサービスを指す。 

 

周辺症状 

  認知症の症状のひとつである行動・心理症状【ＢＰＳＤ（Behavioral and Psychological 

Symptoms of Dementia）】ともいわれる。（⇒行動心理症状参照） 

 

主任介護支援専門員（主任ケアマネージャー） 

 地域における保健・医療・福祉・介護のネットワークづくりを推進する中核的役割や、

介護支援専門員（ケアマネジャー）に対し、困難事例への支援やスーパーバイズ（相談・

援助等）の実施等の役割を担う。また、地域包括支援センターにおいては包括的・継続

的マネジメントを担う。 

 

循環型地域医療連携システム 

  がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病、精神疾患の５疾病、救急医療、災害時の医療、

周産期医療、小児医療の 4 事業ごとに、各二次保健医療圏内の診療所や病院の具体的な役

割分担を明らかにし、この役割分担を基に、患者を中心に置いて、かかりつけ段階、急性

期、回復期等の段階に応じた医療機関の治療と保健・福祉サービスを地域で連動させる、

患者にとって、最も使いやすく効果的であり、同時に医療機関にとっても効率的な医療提

供体制。千葉県の保健医療に関する基本指針となる千葉県保健医療計画の中に位置付けて

いる。 

 

生涯大学校 

千葉県では、本格的な少子高齢社会の進展に伴い、高齢者の方々が社会環境の変化に順

応する能力を再開発し、心豊かで生きがいのある生活を営むための環境づくりは、高齢者

福祉の大きな課題となっており、このような要望に応えるため、高齢者の方々が、より身

近に学習の機会が得られるよう、県内の 5地域に生涯大学校を設置している。 

生涯大学校は、55歳以上の人たちが、新しい知識を身に付け、広く仲間づくりを図ると

ともに、学習の成果を地域活動に役立てるなど社会参加による生きがいの高揚に資するこ

と及び高齢者が福祉施設、学校等におけるボランティア活動、自治会の活動の担い手とな

ることを促進することを目的としている。 

 

小規模多機能型居宅介護 

居宅の要介護者等に対し、通いを中心に利用者の様態や希望に応じ、随時、訪問や泊ま

りを組み合わせて提供されるサービス。 

 

ショートステイ（短期入所生活介護） 

特別養護老人ホーム等の福祉施設に短期間入所し、入浴、排せつ、食事等の介護その他の

日常生活の世話及び機能訓練を受けるサービス。在宅福祉サービスのひとつ。 

 

シルバー人材センター 

定年退職後などにおいて臨時、短期的な就業を通じて自己の労働能力を活用し、自ら

の生きがいの充実や社会参加を希望する高年齢者の就業機会の増大と福祉の増進を図る

ことを目的とした団体。 

 

シルバー人材センター連合 

  「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」に基づき、都道府県ごとに知事の指定を
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受け設置されている高年齢者就業援助法人のことで、県内市町村のシルバー人材センタ

ーで構成され、管内におけるシルバー人材センター事業の効果的な運営と発展を図るこ

とを目的としている。 

千葉県においては、平成 8 年 10 月に「千葉県シルバー人材センター連合会」が指定され、

平成 25年 4月現在県下 46 市町村のシルバー人材センターで構成されている。 

 

シルバーハウジング 

 高齢者の生活特性に配慮した設備を備え、生活援助員を配置して、福祉サービスが適

切に受けられるよう配慮された住宅。 

 

身体拘束 

利用者が自らの意思で降りられないようにベッドに柵をしたり、車いすを使用する時に

利用者を車いすにベルト等で固定するなど、利用者の行動を制限すること。 

 介護保険制度においては、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、

認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者グループホーム）等の運営基準において、高齢

者を介護する際、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の行動制限をしてはなら

ないと規定されており、現場において身体拘束廃止に向けた努力が続けられている。 

 

【せ】 

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に、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

を果たす者。 

 

生活習慣病 

高血圧・脳血管疾患・虚血性心疾患等の循環器系の疾患や悪性新生物（がん）・糖尿病・

歯周疾患など、生活習慣の改善によりある程度予防することができる疾患の総称。 

 

生活相談員 

特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、デイサービス事業所等において、利用者や家

族等からの相談に対応するとともに、契約書の取り交わし、行政等関係機関との連絡調

整等を行う者。 

 

成年後見制度 

認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な人の法律行為（財産管理

や契約の締結など）を、家庭裁判所が選任した成年後見人等が本人を代理して契約を行

ったり、同意なく結んだ不利益な契約を取り消すなどの保護や支援を行う民法の制度。

制度の利用には、家庭裁判所に本人、配偶者、四親等内の親族が申立てを行うことにな

る。なお、身寄りのない人の場合、市町村長に申立て権が付与されている。 

 

全国健康福祉祭（ねんりんピック） 

60 歳以上の高齢者を中心として、スポーツ、文化、健康、福祉などの様々なイベント

を通じて、あらゆる世代の人たちが楽しみ、交流を深めることができる総合的な祭典。 

厚生労働省、開催地の地方自治体、（財）長寿社会開発センターが主催し、昭和 63 年

から毎年開催されている。 
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【そ】 

総合相談支援 

  地域包括支援センターが行う包括的支援事業の業務。 

  地域の高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できるよう地域におけるネットワークを

構築するとともに、高齢者の心身・生活の状況を幅広く把握し、適切な保健・医療・福祉・

介護サービス又は制度の活用につなげる等の支援を行うもの。 

 

咀嚼
そしゃく

 

口の中で食べ物をよく噛み砕き、味わうこと。 

 

【た】 

ターミナルケア 

末期がんなどの患者に対する看護のこと。終末（期）医療、終末（期）ケアともいう。

主に延命を目的とするものではなく、身体的苦痛や精神的苦痛を軽減することによって、

ＱＯＬ（＝Quality Of Life：生活の質）を向上することに主眼が置かれ、医療的処置（緩

和医療）に加え、精神的側面を重視した総合的な支援を行う。 

 

第１号被保険者 

市町村の住民のうち 65歳以上の者 

 

宅幼老所(地域共生型サービス） 

小規模で家庭的な雰囲気の中、高齢者、障害者や子どもなどに対して、１人ひとりの

生活リズムに合わせて柔軟なサービスを行う取組。通いのみから、泊りや訪問、住まい

等の提供も行うなどサービス形態は地域のニーズに応じて様々に設定して実施している。 

 

団塊の世代 

第一次ベビーブームとなった昭和 22 年から 24 年に生まれた世代をいい、作家の堺屋

太一氏が小説の題名で命名したことに由来する。 

 

短期入所療養介護  

介護老人保健施設等が、要介護者等を短期間入所させ、看護、医学的管理の下、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ことにより、療養生活の

質の向上及び家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。 

 

男女共同参画地域推進員 

地域の実情に応じた活動を通して男女共同参画社会づくりを推進するため平成18年度

に「千葉県男女共同参画地域推進員制度」を発足。地域推進員は、地域と市町村・県と

のパイプ役として活動している。 

 

【ち】 

地域支援事業 

  被保険者が要介護状態又は要支援状態となることを予防するとともに、要介護状態等と

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

よう支援することを目的に、介護予防事業、包括的支援事業（介護予防ケアマネジメント

業務、総合相談支援業務、権利擁護業務及び包括的・継続的ケアマネジメント支援業務を
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いう。）及びその他の事業を行う。 

 

地域福祉フォーラム 

当事者、民生委員・児童委員、ボランティア団体（ボランティア連絡協議会）、社会福

祉法人、老人クラブ、保健医療福祉分野の従事者、里親、医療機関、学校等、その他福

祉分野に限らない様々な地域福祉の担い手が分野横断的なネットワークを構成し、県域

や市町村域などの各区域における地域福祉活動をそれぞれの職種の持つノウハウで支援

する組織。 

 

地域包括ケアシステム 

  市町村が定める日常生活圏域において、高齢者が要介護状態になっても、在宅医療、訪

問介護・看護などの介護サービスや、見守り・配食等の様々な生活支援サービスの提供を

受けながら、住み慣れた地域において暮らし続けることを目指すもの。 

 

地域包括支援センター 

  地域住民の心身の健康の維持、生活の安定のために必要な援助を行うことにより、保

健・医療の向上・福祉の増進を包括的に支援することを目的に設置された機関。 

 また、市町村の指定を受けて、指定介護予防支援事業者として要支援者を対象とする予

防給付のケアマネジメント（介護予防支援）を行う。 

運営主体・・市町村又は市町村から委託された法人（在宅介護支援センターを運営する社

会福祉法人、医療法人等、その他省令で定められた要件に適う法人） 

エリア・・・生活圏域を踏まえ、一つの地域包括支援センターがカバーするエリアを設定 

スタッフ・・保健師等、主任ケアマネジャー、社会福祉士 

 

地域防犯情報センター 

自治会などが管理、運営する自主防犯活動施設(安全で安心なまちづくりを行うための

拠点とする施設)で、 千葉県公安委員会から指定を受けたもの。 

 

地域密着型サービス 

高齢者が要介護状態になっても、できる限り住み慣れた地域で生活を継続できるよう、

身近な市町村で提供されるサービス。原則として事業所指定をした市町村の被保険者の

みがサービス利用が可能であり、指導監督の権限は保険者である市町村が有する。 

① 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

② 夜間対応型訪問介護 

③ 認知症対応型通所介護（認知症対応型のデイサービスセンター） 

④ 小規模多機能型居宅介護 

⑤ 複合型サービス 

⑥ 認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者グループホーム） 

⑦ 地域密着型特定施設入居者生活介護（定員 29人以下の介護専用型特定施設） 

⑧ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（定員 29 人以下の特別養護老人ホー

ム） 

 

地域密着型特別養護老人ホーム 

老人福祉法上の特別養護老人ホームであって、入所定員が 29人以下である介護保険法

上の地域密着型介護老人福祉施設をいう。原則として、設置市町村の住民のみが入所可

能である。 
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地域リハビリテーション 

障害のある人たちや高齢者及びその家族が住み慣れたところで、地域住民と共に、生

き生きとした生活が送れるよう、医療や保健、福祉及び生活に関わるあらゆる人たちや

機関・組織がリハビリテーションの立場から協力し合って行う活動のすべてをいう。 

 

地域リハビリテーション広域支援センター 

２次保健医療圏に概ね１か所指定され、各２次保健医療圏等の地域の実情に合わせ、

地域リハビリテーションを推進するため、資源の調査・情報収集・提供を行うとともに、

関係機関の従事者に対する技術援助や住民等を対象に地域リハビリテーションへの理解

を深めるための研修会・講演等を行っている。 

 

ちば SSK プロジェクト 

  「しない」の S、「させない」の S、「孤立化！」の K、それぞれの頭文字を取って記号

化したもので、自分自身が「孤立化しない」、自分の周りの誰かを「孤立化させない」と

いうメッセージが込められている。県では、県民一人ひとりが孤立化防止に向けた具体

的な行動を起こすきっかけづくりのため、県民シンポジウムなどの啓発プロジェクトを

実施している。 

また、『商業者等の高齢者福祉に特化した地域貢献（「ちば SSK プロジェクト」等）に関

するガイドライン』を策定し、企業等と協定を締結している。 

 

千葉県あんしん賃貸住宅 

  千葉県あんしん賃貸支援事業の趣旨に賛同し、高齢者等を受け入れることとして千葉

県に登録された民間賃貸住宅。 

 

千葉県あんしん賃貸住宅協力店 

千葉県あんしん賃貸支援事業の趣旨に賛同し千葉県に登録された宅地建物取引事業者

で、千葉県あんしん賃貸住宅の仲介業務等を行う。 

 

千葉県運営適正化委員会 

  社会福祉法に基づき、社会福祉法人千葉県社会福祉協議会に設置され、福祉サービス

に関する利用者等からの苦情解決と福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保する

ため、第三者機関としての苦情解決合議体と運営監視合議体を運営している。 

 

千葉県オレンジ連携シート 

認知症の人に対し、症状の進行に応じて適切な治療やケアが継続して行われるよう、

医療・介護・福祉等の多職種が連携しながら円滑に支援を進めるための県内全域で利用

可能な情報共有ツールである。 

 

千葉県共用地域医療連携パス 

千葉県医師会、関係医療機関等と千葉県が協働で作成し、全県共用型の例示モデルと

して、平成 21年 4月から運用している地域医療連携パスのこと。がん、脳卒中、急性心

筋梗塞、糖尿病の 4疾病を対象に作成している。 

 

千葉県地域生活連携シート 

居宅介護支援サービス等の利用者が医療機関に入院する際、又は医療機関や施設から
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退院・退所する際に、居宅介護支援事業所の介護支援専門員と当該医療機関・施設が、

利用者本人又は家族等の同意を得た上で、要介護度や同居家族等の基本情報、かかりつ

け医等の情報及び身体・生活機能等の情報を共有するための千葉県参考様式。 
なお、千葉県共用脳卒中地域医療連携パスの「介護シート（脳卒中患者の退院後（地

域生活期）において、介護支援専門員が記入する様式）」としても運用されている。 
 

千葉県リハビリテーション支援センター 

県内に１ヶ所指定され、県内の地域リハビリテーションを推進するため、地域リハビ

リテーション広域支援センターへの助言、人的支援及びリハビリテーションに関する研

修等を行っている。 

 

中核地域生活支援センター 

 対象者種別にとらわれず、福祉全般にわたる相談に 24時間・365 日体制で応じるとともに、

速やかに適切な機関への連絡・調整等の必要な活動を行っている。県内では現在、広域福

祉圏ごとに１か所、合計 13か所設置されている。 

 

【つ】 

通所リハビリテーション 

 要介護者等が、介護老人保健施設、病院、診療所等に通い、心身の機能の維持回復及び

日常生活の自立を図るために、理学療法、作業療法その他の必要なリハビリテーション

を行う。 

 

定期巡回・随時対応型訪問看護介護サービス 

要介護者の在宅生活を支えるため、日中・夜間を通じて訪問介護と訪問看護が密接に

連携しながら、定期巡回型訪問と随時の対応を行う。 

 

【て】 

デイサービス（通所介護） 

デイサービス事業所などが、居宅の要介護者等を送迎し、入浴や食事の提供、生活等

に関する相談・助言、健康状態の確認、その他の日常生活上の世話、機能訓練を行う。 

 

【と】 

特定健診 

40 歳以上 75 歳未満の者に対してメタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の早

期発見を目的として医療保険者が行う健康診査のことであり、平成 20年度から実施され

ている。 

 

特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム等での介護） 

有料老人ホーム、軽費老人ホーム等に入居する要介護者等に、特定施設サービス計画

に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療

養上の世話を行うサービスのこと。 

要介護者と配偶者（及び 3 親等以内の親族）のみ入居可能なものが「介護専用型特定

施設」。要介護者等でない者も入居可能であり、入居後に要介護者等となった場合に介護

サービスや介護予防サービスを受けられるものが「混合型特定施設」。 
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特定保健指導 

特定健診によりメタボリックシンドローム、あるいはその予備軍であることが判明した者

に対して実施される保健指導をいう。 

 

特別養護老人ホーム 

 65 歳以上の者であって、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要

とする者（いわゆる重度要介護者）であり、在宅において適切な介護を受けることが困

難な者が入所する施設。 

 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の日常生活上の世話、

機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行う。 

 

【に】 

二次保健医療圏 

医療法第 30 条の 4 第 2 項第 10 号の規定による区域で、特殊な医療を除く病院の病床

の整備を図るべき地域的単位として設定するもので、医療機関相互の機能分担に基づく

連携による包括的な保健医療サービスを提供していくための場であり、住民が短時間で

これらの保健医療サービスを受けることが可能となる圏域。 

 

日常生活自立支援事業 

認知症の人等、判断能力が一定程度あるものの十分でない高齢者等が、地域で自立し

た生活を送れるよう、福祉サービスの利用援助や日常の金銭管理等の支援を実施する事

業 

 

認知症 

  認知症は、記憶、理解、判断等の脳の働きが、何らかの病気や障害によって持続的に

低下し、日常生活を送る上で支障が出ている状態である。原因となる疾患には様々なも

のがあるが、代表的なものとしてアルツハイマー型認知症、脳血管性認知症、レビー小

体型認知症、前頭側頭型認知症などがある。 

 

認知症高齢者グループホーム（認知症対応型共同生活介護） 

共同生活を営むことに支障がない認知症高齢者等が、小規模な生活の場（5人から 9 人ま

での共同居住形態）において、食事の支度、掃除、洗濯等を介護従業者と共同で行い、家庭

的で落ち着いた雰囲気の中で生活を送ることにより、認知症状の進行を穏やかにする。 

 

認知症コーディネーター 

  地域における認知症地域支援体制の構築を推進するために、医療、福祉・介護、行政等の

関係者と協力しながら、専門職等に対する困難事例への相談対応や助言、関係者のネットワ

ークの構築や調整、地域資源情報の提供などを行う者をいう。 

 

認知症サポーター 

認知症に対する正しい理解を深め、認知症の人やその家族を温かく見守る応援者のこ

と。 

認知症サポーター養成講座（認知症の住民講座）を受講することで、認知症サポータ

ーになることができる。 

平成 26 年 12 月末時点で、全国の認知症サポーター数は 580 万人を達成し、国では、

平成 29年度末までに 800 万人養成することを目標としている。 
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認知症サポート医 

  地域において認知症に習熟した診療をしている医師で、かかりつけ医への支援や助言

を行い、専門医療機関や地域包括支援センター等との連携の推進役となる者のこと。 

 

認知症疾患医療センター 

保健・医療・介護機関等との連携を図りながら、認知症疾患に関する鑑別診断、周辺

症状と身体合併症に対する急性期治療、専門医療相談等を実施するとともに、地域保健

医療・介護関係者への研修等を実施することにより、地域における認知症疾患の保健医

療水準の向上を図ることを目的として都道府県や政令指定都市が指定する病院に設置す

るセンター。 

 

認知症相談コールセンター 

  認知症の本人や家族に対し、認知症の各ステージにおいて、認知症の知識や介護技術

の面だけではなく、精神面も含めた様々な支援が重要であるため、平成 21年度以降、各

都道府県、指定都市単位で整備することとなった、認知症介護の専門家や経験者等が電

話相談に応じるセンター。  

 

認知症メモリーウオーク 

  認知症に対する偏見を取り払い、理解を深めるために行う啓発活動（街頭パレード）。

平成 19年 9月 16 日に、全国で初めて千葉県が行った。   

 

認知症予備軍チェックシート 

薬局でアンケート形式のチェックを行い、一定基準に達した高齢者を地域包括支援センタ

ー等に紹介し介護予防につなげるための用紙。チェックシートの形式は市町村ごとに異なる。 

 

認定調査員 

  要介護（要支援）認定を申請した被保険者宅等を訪問し、認定の判定に必要な認定調査

を行う面接調査員のこと。専門知識を持つ市町村の職員、市町村から委託を受けた指定居

宅介護支援事業所等の介護支援専門員（ケアマネジャー）であって都道府県等による認定

調査員研修を修了した者が調査にあたる。 

 

認認介護 

認知症の人を介護する家族（介護者）も認知症であること 

 

【の】 

ノンステップバス 

  床面の地上面からの高さが概ね 30㎝以下であって、手すりや車いすスペース、車いす

を乗降させるためのスロープ板、車外用放送設備等を設けるなど、バリアフリー新法（高

齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律）の移動等円滑化基準に適合するバ

スをいう。 

 

【は】 

徘徊高齢者 

  認知症などで徘徊により居場所がわからなくなっている高齢者のこと。 
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徘徊高齢者ＳＯＳネットワーク 

徘徊高齢者の捜索・通報・保護や見守りに関し、関係者が連携を図る組織とシステム。 

徘徊している認知症高齢者を少しでも早く発見し、家族や介護者のもとに戻れるよう

に行政、警察署等の関係機関や地域の住民が協力して、それぞれの果たすべき役割を定

めている。 

 

8020 運動 

歯や口腔の健康づくりを図るため「80歳になっても 20本以上自分の歯を保とう」とい

う国民運動。高齢社会における健康対策として、日本が世界に先駆けて独自に提案した

施策。 

 

はつらつ支援ボランティア 

  おおむね自治会・小学校区単位において、市町村が開催する予防教室に参加した者が

教室終了後も継続的に体を動かすように働きかけたり、地域の高齢者に介護予防への 

取組みを広める活動を行うボランティア。市町村が元気な高齢者などの協力を得て養成

する。 

 

バリアフリー 

  高齢者や障害のある人の歩行、住宅などの出入りを妨げる物理的障害がなく、動きや

すい環境をいう。今日では物理的な障壁を取り除くことだけでなく、制度的、心理的、情

報等、障害者を取り巻く生活全般に関連している障壁（バリアー）を取り除く（フリー）

ことをいう。 

 

【ひ】 

避難行動要支援者 

高齢者、障害者、乳幼児等の防災施策において特に配慮を要する方（要配慮者）のうち、

災害時に自ら避難することが困難で、円滑かつ迅速な避難に特に支援を要する方々のこと。 

 

病院内保育所 

病院又は診療所に従事する職員のために、病院等が設置する保育施設。 

 

ピンクリボン 

乳がんの早期発見・早期治療の重要さを伝える世界共通のシンボルマーク。 

 

【ふ】 

福祉サービスの第三者評価 

社会福祉法人等の提供するサービスの質を事業者及び利用者以外の公正･中立な第三

者機関が専門的かつ客観的な立場から行う評価。 

 

福祉人材センター 

地域での福祉サービスに対する理解を深め、新たな福祉人材の育成、潜在福祉人材の

就労を促進するとともに、福祉サービスへの就労の機会の提供及びこれらの総合的な啓

発・広報事業等を行う。 

 

福祉ふれあいプラザ介護予防トレーニングセンター 

40歳以上の方や要支援・要介護者を対象として、早い段階から健康づくりや介護予防のた
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めのトレーニングを行う施設。 

 

【ほ】 

防犯パトロール隊 

地域住民の方々が集まって自主的に防犯活動を行う団体のこと。活動内容は、通学路

に立って子どもを見守る、子どもの安全に力点を置いた活動や、空き巣や車上ねらいが

行われないよう集団で町内を巡回する活動等。 

 

訪問介護（ホームヘルプサービス） 

要介護者等に対し、居宅（有料老人ホーム、軽費老人ホーム等を含む）において、介

護福祉士、訪問介護員（ホームヘルパー）が、入浴、排せつ、食事等の介護その他の生

活全般にわたる援助（調理、洗濯、清掃等の家事、生活等に関する相談及び助言等）を

行う。 

 

訪問介護員（ホームヘルパー） 

  要介護者等の家庭を訪問し、入浴、排せつ、食事等の身体介護や、家事、洗濯、買い

物などの家事援助などのサービスを提供する者。 

 

訪問看護  

看護師等が、要介護者等の居宅を訪問し、療養生活の支援、心身機能の維持回復、   

又は必要な診療の補助や看取りを行う。 

 

訪問看護ステーション 

要介護者等に対して訪問看護を行う目的で運営される事業所。看護職員・理学療法士

などが所属し、医師や関係機関と連携して在宅ケアを行う。訪問看護事業所 

 

訪問診療 

医師が患者の家庭等を定期的に訪問して行う診療のこと。 

 

訪問入浴介護 

要介護者等に対し、身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図るため、居宅を訪問し、

浴槽を提供して入浴の介護を行う。 

 

訪問リハビリテーション 

  要介護者等に対し、その居宅において心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立

を助けるために理学療法、作業療法その他の必要なリハビリテーションを行う。 

 

【や】 

夜間対応型訪問介護 

居宅の要介護者に対し、夜間に訪問介護員等が定期的な巡回訪問又は通報による随時

訪問を行い、入浴、排せつ、食事等の介護その他の生活全般にわたる援助、緊急時の   

対応等を行う。 

 

【ゆ】 

有料老人ホーム 

  高齢者を入居させ、食事の提供、介護又は日常生活上必要な便宜を供与することを  
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目的とする施設。養護老人ホーム等の入所要件に該当しない高齢者や自らの選択により 

ニーズを満たそうとする高齢者の入居施設。 

 

ユニバーサルデザイン 

年齢、国籍、性別、個人の能力を問わず、誰もが可能な限り利用しやすいように、特別

仕様のデザインをすることなしに、製品、建築物、環境をデザインすること。 

 

【よ】 

要介護状態 

  身体又は精神の障害のために、入浴・排せつ・食事などの日常生活での基本的な動作

について、6カ月にわたり継続して常時介護を要すると見込まれる状態をいう。 

  要介護状態にあると認定された者が要介護者であり、要介護状態は、介護の必要程度

により要介護 1～5に区分される。 

 

要介護認定 

  介護保険の被保険者が介護（支援）を要する状態であることを保険者である市町村

が認定するものである。 
  市町村は、申請のあった被保険者の心身の状況等について調査し、主治医の意見を  

徴した上で、介護認定審査会に審査・判定を求め、当該審査会判定結果に基づき、介護

の必要度に応じ「要支援 1～2」及び「要介護 1～5」の計 7段階の認定を行う。 

 

養護老人ホーム 

  65 歳以上の者で、環境上の理由及び経済的な理由により居宅での生活が困難な者を 

入所させる施設。入所の要否は、市町村長が決定（措置）する。 

 

要支援状態 

  身体又は精神の障害のために、6カ月にわたり継続して日常生活を営むのに支障が あ

ると見込まれる状態をいう。要支援状態にあると認められた者が要支援者であり、支援

の必要程度により要支援 1～2に区分される。 

 

予防給付 

 要支援の認定を受けた人に、支援の必要の程度に応じて在宅の介護予防サービス・地域

密着型介護予防サービスが提供され、その費用として給付されるもの。 

 
【り】 
理学療法士 
 国家資格であり、医師の指示の下に、身体に障害のある人に対し、その基本的動作  

能力の回復を図るため、治療体操その他の運動を指導し、電気刺激、マッサージ、温熱

その他の物理的な施術を行う者をいう。 
 

【ろ】 

老人クラブ 

高齢者の知識及び経験を生かし、生きがいと健康づくりのための多様な社会活動を 

通じ、老後の生活を豊かなものにすることを目的とした自主的な組織。会員の年齢は  

おおむね 60歳以上。 
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・単位老人クラブ 

地区単位で活動する個々の老人クラブ。 

  ・市町村老人クラブ連合会 

市町村の地域を範囲とする単位老人クラブによって組織された連合組織。 

個々の単位老人クラブと連携し、より実効性が高まる活動を展開するとともに行政

と一体となった情報伝達機能も有し、単位老人クラブ活動と地域社会をつなぐ牽引役

を担っている。 

  ・千葉県老人クラブ連合会（愛称：なのはなシニア千葉） 

千葉市を除く53の市町村老人クラブ連合会及び単位老人クラブで構成する全県的な

連合組織。 

生活を豊かにする楽しい活動と地域を豊かにする社会活動の積極的な展開を図り、

高齢者の意欲と知識と活力を結集し、「健康・友愛・奉仕」の三大運動をはじめ、社会

を担う主体として明るい長寿社会の実現に貢献する事業を展開している。 

 

老人短期入所居室（ショートステイ） 

  65 歳以上の者であって、養護する者の疾病その他の理由により、居宅において介護を

受けることが一時的に困難となったものが、短期間入所し、食事の提供その他日常生活上

必要な便宜の供与を受けられる特別養護老人ホーム等に併設された居室。 


