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資料編 
１ 電算処理の判定条件等 

集計等の電算処理にあたっては、以下の判定条件に基づいて行いました。 

 

■高齢者像の判定条件（該当設問に無回答があれば、「判定できず」とする） 

項 目 判定条件 

元気高齢者 

※要支援・要介護認定者を除く 65 歳以上の高
齢者のうち、介護予防事業対象者、生活支援
事業対象者、軽度認知機能障害対象者に該当
していない、健康で元気に暮らしている 65
～74 歳（前期高齢者）の方を称しています。

●要支援・要介護認定者以外 and 

●介護予防事業対象者以外 and 

●生活支援事業対象者以外 and 

●軽度認知機能障害該当者以外and 

●74歳以下 and 

●問７-（１）で「１．とてもよい」に回答 

一般高齢者 

※要支援・要介護認定者を除く 65 歳以上の高
齢者のうち、元気高齢者、介護予防事業対象
者、生活支援事業対象者、軽度認知機能障害
該当者に該当していない方を称しています。

●要支援・要介護認定者以外 and 

●元気高齢者以外 and 

●介護予防事業対象者以外 and 

●生活支援事業対象者以外 and 

●軽度認知機能障害該当者以外 

介護予防事業対象者 

※要支援・要介護認定者を除く 65 歳以上の高
齢者のうち、要支援又は要介護状態になるお
それがあると判定された方を称しています。

●要支援・要介護認定者以外 and 

●「虚弱」「運動器の機能低下」「低栄養状態」

「口腔機能の低下」「閉じこもり傾向」「認

知機能低下」「うつ傾向」リスク判定のいず

れかの該当者 

生活支援事業対象者 

※右記①②に該当する高齢者を称します。 
本報告書では②について分析しています。 
①要支援認定者 
②介護予防事業対象者及び、要支援・要介護
認定者を除く 65 歳以上の高齢者で「閉じこ
もり傾向」「認知機能低下」「うつ傾向」リス
ク該当者のうち、「一人暮らし世帯」「（65 歳
以上）夫婦２人世帯」のほか、家族などと同
居しており日中一人になることがある「昼間
独居」となる方 

①要支援認定者 

or 

②●介護予防事業対象者 and 

要支援・要介護認定者を除く65歳以上の

高齢者で「閉じこもり傾向」「認知機能低

下」「うつ傾向」リスク判定のいずれかの

該当者 and  

●問１-（１）で「１．１人暮らし」or「２．

夫婦２人暮らし（配偶者65歳以上）」に回

答 or 

問１-（1）①で「１．よくある」に回答 

軽度認知機能障害該当者 
（認知機能レベルⅠ・Ⅱ該当） 

※認知機能の障害程度がレベルⅠ（境界域）・
レベルⅡ（軽度）に該当した高齢者を称し、
認知症の予防効果が見込める軽度認知機能
障害該当者として位置づけています。 

●ＣＰＳ（認知機能尺度、認知機能障害の程

度）を用いたリスク判定で「レベルⅠ」「レ

ベルⅡ」に該当した方 

  



桑名市 

168 

■リスクの判定条件 

項 目 判定条件 

虚弱 

該当 ・10点以上 

非該当 ・０点以上９点以下 

判定できず ・０点のうち、判定設問に無回答があった場合 

運動器の機能 
低下 

該当 ・３点以上 

非該当 ・０点以上２点以下 

判定できず ・０点のうち、判定設問に無回答があった場合 

口腔機能の 
低下 

該当 ・２点以上 

非該当 ・０点以上１点以下 

判定できず ・０点のうち、判定設問に無回答があった場合 

低栄養状態 

該当 ・２点 

非該当 ・０点以上１点以下 

判定できず ・０点のうち、判定設問に無回答があった場合 

閉じこもり 
傾向 

該当 ・１点 

非該当 ・０点 

判定できず ・判定設問に無回答があった場合 

認知機能 
低下 

該当 ・１点 

非該当 ・０点 

判定できず ・判定設問に無回答があった場合 

うつ傾向 

該当 ・１点以上 

非該当 ・０点 

判定できず ・０点のうち、判定設問に無回答があった場合 
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■虚弱の判定・評価 

問番号 項目 選択肢 

問２-（１） 階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか 

「３．できない」：１点問２-（２） 
椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がって
いますか 

問２-（３） 15 分位続けて歩いていますか 

問２-（４） 過去１年間に転んだ経験がありますか 
「１．何度もある」 
または 
「２.１度ある」：１点 

問２-（５） 転倒に対する不安は大きいですか 
「１．とても不安であ
る」または「２.やや不
安である」：１点 

問２-（６） 週に１回以上は外出していますか 
「１．ほとんど外出 
しない」または 
「２.週 1回」：１点 

問２-（７） 昨年と比べて外出の回数が減っていますか 
「１．とても減ってい
る」または「２. 減っ
ている」：１点 

問３-（１） 身長（   ）ｃｍ 体重（   ）ｋｇ BMI＜18.5：１点 

問３-（２） ６か月間で２～３kg 以上の体重減少がありましたか 

「１．はい」：１点 
問３-（３） 半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか 

問３-（４） お茶や汁物等でむせることがありますか 

問３-（５） 口の渇きが気になりますか 

問４-（１） 物忘れが多いと感じますか 「１．はい」：１点 

問４-（２） 
バスや電車を使って１人で外出していますか 
（自家用車でも可） 

「３．できない」：１点問４-（３） 自分で食品・日用品の買物をしていますか 

問４-（６） 自分で預貯金の出し入れをしていますか 

問４-（８） 
自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしてい
ますか 

「２．いいえ」：１点 

問４-（９） 今日が何月何日かわからない時がありますか 「１．はい」：１点 

問４-（14） 友人の家を訪ねていますか 
「２．いいえ」：１点 

問４-（15） 家族や友人の相談にのっていますか 

※10 点以上：該当 0 点以上９点以下：非該当 

※問４-（２）、問４-（３）、問４-（６）の判定について、国判定（第６期）では「２．できるけどしていない」or「３．

できない」が１点となりますが、高齢者の実情により沿った判定とするため、判定条件を上記のとおりとしています。 
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■運動器の機能低下の判定・評価 

問番号 項目 選択肢 

問２-（１） 階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか 

「３．できない」：１点問２-（２） 
椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がって
いますか 

問２-（３） 15 分位続けて歩いていますか 

問２-（４） 過去１年間に転んだ経験がありますか 
「１．何度もある」 
または 
「２.１度ある」：１点 

問２-（５） 転倒に対する不安は大きいですか 
「１．とても不安であ
る」または「２.やや
不安である」：１点 

※３点以上：該当 0 点以上２点以下：非該当 

 

■口腔機能の低下の判定・評価 

問番号 項目 選択肢 

問３-（３） 半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか 

「１．はい」：１点 問３-（４） お茶や汁物等でむせることがありますか 

問３-（５） 口の渇きが気になりますか 

※２点以上：該当 0 点以上１点以下：非該当 

 

■低栄養の判定・評価 

問番号 項目 選択肢 

問３-（１） 身長（   ）ｃｍ 体重（   ）ｋｇ BMI＜18.5：１点 

問３-（２） ６か月間で２～３kg 以上の体重減少がありましたか 「１．はい」：１点 

※２点：該当 0 点以上１点以下：非該当 

 

■閉じこもりの判定・評価 

問番号 項目 選択肢 

問２-（６） 週に１回以上は外出していますか 
「１．ほとんど外出 
しない」または 
「２.週 1回」：１点 

※１点：該当 0 点：非該当 

 

■認知機能低下の判定・評価 

問番号 項目 選択肢 

問４-（１） 物忘れが多いと感じますか 「１．はい」：１点 

※１点：該当 0 点：非該当 

 

■うつ傾向の判定・評価 

問番号 項目 選択肢 

問７-（３） 
この１か月間、気分が沈んだり、ゆううつな気持ちに
なったりすることがありましたか 

「１．はい」：１点 

問７-（４） 
この１か月間、どうしても物事に対して興味がわかな
い、あるいは心から楽しめない感じがよくありましたか

※１点以上：該当 0 点：非該当  
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■老研指標総合評価 
※ＩＡＤＬ（手段的自立度）、社会参加（知的能動性）、社会参加（社会的役割）の合計点 

11 点以上：問題なし ９～10 点：やや低い ８点以下：低い 
※判定条件の設問に無回答が５項目以上あった場合には、「判定できず」とします。 

■ＩＡＤＬ（手段的自立度）の判定・評価 … 老研指標 

問番号 項目 選択肢 

問４-（２） バスや電車を使って１人で外出していますか（自家用車可）

「１.できるし、してい
る」 
または 
「２．できるけどして
いない」：１点 

問４-（３） 自分で食品・日用品の買物をしていますか 

問４-（４） 自分で食事の用意をしていますか 

問４-（５） 自分で請求書の支払いをしていますか 

問４-（６） 自分で預貯金の出し入れをしていますか 

※５点：問題なし ４点：やや低い ０～３点：低い 

※判定条件の設問に無回答が２項目以上あった場合には、「判定できず」とします。 

 

■社会参加（知的能動性）の判定・評価 … 老研指標 

問番号 項目 選択肢 

問４-（10） 
年金などの書類（役所や病院などに出す書類）が 
書けますか 

「１．はい」：１点 
問４-（11） 新聞を読んでいますか 

問４-（12） 本や雑誌を読んでいますか 

問４-（13） 健康についての記事や番組に関心がありますか 

※４点：問題なし ３点：やや低い ０～２点：低い 

※判定条件の設問に無回答が２項目以上あった場合には、「判定できず」とします。 

 

■社会参加（社会的役割）の判定・評価 … 老研指標 

問番号 項目 選択肢 

問４-（14） 友人の家を訪ねていますか 

「１．はい」：１点 
問４-（15） 家族や友人の相談にのっていますか 

問４-（16） 病人を見舞うことができますか 

問４-（17） 若い人に自分から話しかけることがありますか 

※４点：問題なし ３点：やや低い ０～２点：低い 

※判定条件の設問に無回答が２項目以上あった場合には、「判定できず」とします。 
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■ＣＰＳ（軽度認知機能障害）判定ルール 

 

＜ステップ１＞ 

問４-（19） 「１．困難なくできる」 

 「２．いくらか困難であるが、できる」 

 「３．判断するときに、他人からの合図や見守りが必要」 

以上の回答の場合、ステップ２へ 

 

＜ステップ２＞ ・問４-（18）：「２．いいえ」と回答 

・問４-（19）：選択肢２～３と回答 

・問４-（20）：選択肢２～４と回答 

該当項目数により以下の判定 

○該当項目なし ：０レベル＝障害なし 

○１項目該当 ：Ⅰレベル＝境界的 

○２項目以上該当：ステップ３へ 

 

＜ステップ３＞ ・問４-（19）：選択肢 3 と回答 

・問４-（20）：選択肢 3～４と回答 

該当項目数により以下の判定 

○該当項目なし：Ⅱレベル＝軽度の障害 

○１項目該当 ：Ⅲレベル＝中等度の障害 

○２項目該当 ：Ⅳレベル＝やや重度の障害 

 

問４-（19） 「４．ほとんど判断できない」 
 

との回答の場合、ステップ４へ 

 

＜ステップ４＞ 問４-（21）の回答により以下の判定 

○選択肢「１．できる」「２．一部介助があればできる」 

と回答：Ⅴレベル＝重度の障害 

○選択肢「３．できない」と回答：Ⅵレベル＝最重度の障害 

 

※レベルⅢ～Ⅵ：障害あり、レベルⅠ～Ⅱ：やや障害あり、レベル０：障害なし 

※判定条件の設問に無回答が１項目以上あった場合には、「判定できず」とします。 

  



資料編 

173 

２ アンケート調査票 
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