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用語解説集 

あ行 

アウトリーチ 

地域に出向いての実態調査やサービス調整 

アセスメント 

介護サービス利用者等の身体機能や環境などを事前に把握、評価することで、

ケアプランの作成等、今後の支援に必要な見通しをたてるために必要な評価の

こと。 

一般就労 

通常の雇用形態のことで、労働基準法及び最低賃金法に基づく雇用関係による

企業への就労（企業的就労）をいう。これに対し、一般就労が困難な障害のあ

る人のために福祉的な観点から配慮された環境での就労で、最低賃金は保障さ

れず、施設の利用者としての就労を福祉的就労という。 

か行 

介護保険施設 

介護保険法に基づいて都道府県知事の指定を受けた、介護保険サービスが利用

可能な施設。介護保険施設には、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、介護療養型医療施設の３種類がある。 

介護予防 

介護を要する状態になることを予防すること、または状態の悪化を予防するこ

と。 

介護予防・日常生活支援総合事業 

介護保険法の改正により創設されたサービスで、市区町村の判断により、要支

援者・介護予防事業対象者を対象として、利用者の状態像や意向に応じて、介

護予防、生活支援（配食、見守り等）、権利擁護、社会参加も含めて総合的で多

様なサービスを提供することができる。 

介護療養型医療施設 

介護保険法による施設サービスの一つで、要介護者のうち長期の療養を必要と

する要介護者に対し、医学的な管理のもとに、介護やその他の世話、機能訓練、

療養上の管理・看護などを行うことを目的とする施設。 
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介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

介護保険法による施設サービスの一つで、要介護者について、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

話を行うことを目的とする施設。特別養護老人ホームとは、老人福祉法による

名称。 

介護老人保健施設 

介護保険法による施設サービスの一つで、要介護者について、看護、医学的管

理の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

行うことを目的とする施設をいう。 

居住サポート事業 

一般賃貸住宅への入居が困難な精神障害のある人に対して、入居に必要な調整

等の支援や、精神障害のある人の地域生活の支援に関して関係機関との連絡調

整を行う。 

居宅介護 

居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事

並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助を行う。 

緊急一時宿泊事業 

家庭内の事情、災害、介護者の急病等により介護を受けられないこと、社会適

応が困難なこと等の理由により在宅での生活が困難な高齢者について、区内の

特別養護老人ホームにおいて緊急に一時的な宿泊をさせるとともに適切なサー

ビスの調整を図ることにより高齢者の在宅での生活を支援することを目的とす

る事業。 

グループホーム（共同生活援助） 

主として夜間において、共同生活を行う住居で、入居している障害のある人に

ついて相談その他の日常生活上の援助を行う。 

ケアホーム（共同生活介護） 

主として夜間において、共同生活を行う住居で、入居している障害のある人に

ついて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活

等に関する相談及び助言、就労先その他関係機関との連絡、その他の必要な日

常生活上の世話を行う。 

ケアマネジャー 

介護支援専門員の通称で、介護保険法に基づき、要介護者や要支援者、家族か

らの相談に応じて要介護者等が心身の状況に応じた適切なサービスを利用でき

るよう、支援する職種。サービス事業者などとの連絡調整を行い、要介護者等

のケアプランを作成する業務を担う。 
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ケアマネジメント 

さまざまな保健福祉サービスを必要とする人に対し、その人の相談にのり、最

適なプランをたてて計画的に自立や機能維持、在宅生活を支えていくことをい

う。 

軽費老人ホーム 

無料又は低額な料金で、身体機能の低下等により自立した日常生活を営むこと

について不安があると認められる者であって、家族による援助を受けることが

困難なものを入所させ、食事の提供、入浴等の準備、相談及び援助、社会生活

上の便宜の供与その他の日常生活上必要な便宜を提供することを目的とする施

設を軽費老人ホームという。なお、中野区を含む一部の大都市圏においては、

軽費老人ホームの基準を大きく緩和した「都市型軽費老人ホーム」を設置する

ことができる。 

健康寿命 

認知症や寝たきりにならない状態で生活できる期間のことをいう。現在では、

単に寿命の延伸だけでなく、この健康寿命をいかに延ばすかが大きな課題とな

っている。 

健康づくり公園 

幅広い世代の区民が身近に健康づくりに取り組める場所を提供するため、高齢

者施設近傍で健康器具を設置するなどしている公園をいう。同公園では、体操

指導等などの事業を行っている。 

高次脳機能障害 

交通事故で脳が損傷を受けた場合などに発生する、言語、記憶、及び行動など

に関わる障害で、就労など日常生活への影響が課題となっている。 

交通バリアフリー整備構想 

交通・移動環境の整備によるバリアフリー化を進めるために、行政や公共交通

事業者などが取り組む内容を取りまとめたものが「中野区交通バリアフリー整

備構想（平成 17 年策定）」。なお、この構想は、バリアフリー法で定める「移動

円滑化基本構想」に該当する。 

誤嚥性肺炎 

細菌が唾液や胃液と共に肺に流れ込んで生じる肺炎。咳反射や嚥下反射が低下

すると、知らない間に細菌が唾液と共に肺に流れ込み、この細菌が肺の中で増

殖して誤嚥性肺炎が起こる。 
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さ行 

施設入所支援 

施設に入所する障害のある人について、主として夜間に、入浴、排せつ及び食

事等の介護、生活等に関する相談及び助言、その他の必要な日常生活上の支援

を行う。 

児童デイサービス 

障害のある児童について、知的障害児施設、肢体不自由児施設等に通わせ、日

常生活における基本的な動作の指導及び集団生活への適応訓練を行う。なお、

平成 23 年度までは障害者自立支援法のサービスであるが、平成 24 年度からは

児童福祉法に基づくサービス（児童発達支援）になる。 

社会貢献型後見人 

通常、後見業務を担っている親族や弁護士等の専門家以外に、成年後見制度の

趣旨と内容を理解し、社会貢献的な精神で担ってもらう人を、東京都では「社

会貢献型後見人」と称して養成している。 

社会福祉協議会 

社会福祉の増進を図るために組織された民間団体で、社会福祉の基本的な事項

を定めている社会福祉法に規定されている。地域福祉事業推進の中心的役割を

担っている。 

重度訪問介護 

重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする方に、居宅において、入浴、排せ

つ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談

及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を

総合的に行う。 

就労移行支援 

就労を希望する 65 歳未満の障害のある人で、通常の事業所に雇用されることが

可能と見込まれる方について、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供、

就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、

その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相

談、その他の必要な支援を行う。 

就労継続支援Ａ型（雇用型） 

企業等に就労することが困難だが継続的に就労することが可能な 65 歳未満の

障害のある人に対し、雇用契約に基づき、生産活動その他の活動の機会の提供、

その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の必要

な支援を行う。 
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就労継続支援Ｂ型（非雇用型） 

企業等に就労することが困難な障害のある人に対し、生産活動その他の活動の

機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、

その他の必要な支援を行う。 

障害者自立支援協議会 

障害のある人が障害のない人と共に暮らせる地域をつくるため、障害福祉に係

る関係機関が情報を共有し、地域の課題解決に向け協議を行うための会議体。

具体的には相談支援事業所の評価、困難事例の協議、障害福祉関係機関のネッ

トワークづくり、障害福祉計画の進捗状況の評価などを行う。 

小規模多機能型居宅介護 

介護保険法による地域密着型サービスの一つで、要介護者の心身の状況や置か

れている環境に応じ、また、自らの選択に基づいて、居宅にサービス事業者が

訪問し、又はサービス拠点に通所や短期間宿泊してもらい、入浴、排せつ、食

事などの介護、その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うサービス。 

ショートステイ（短期入所生活介護） 

介護保険法による居宅サービスの一つで、要介護者又は要支援者について、施

設に短期間入所させ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の

日常生活上の世話及び機能訓練を行うことをいう。 

食育 

健康で生き生きとした生活のために、正しい食事のあり方や望ましい食習慣を

身につけるとともに、食を通じて豊かな心の育成や社会性を育てていくことを

めざす取り組み・考え方。 

自立支援センター 

特別区と東京都が共同で実施する路上生活者自立支援事業に基づき、路上生活

者の就労自立に向けて、職業相談、生活相談、健康相談、心理相談、住宅相談、

法律相談などを行う施設。 

生活介護 

常時介護が必要な障害のある人に、障害者支援施設等において、主として昼間、

入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に

関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動又は生産活

動の機会の提供その他の身体機能又は生活能力の向上のために必要な援助を行

う。 

生活習慣病 

生活習慣が発症原因に深く関与していると考えられている疾患の総称をいう。

具体的には、がん、脳血管疾患、心臓病、糖尿病などが指摘されている。 
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生活寮 

福祉作業所等に通所し、又は就労している知的障害のある人に対し生活の場を

提供し、地域社会での自立生活を助長するとともに、障害のある人の緊急一時

保護を行うことを目的とした施設。 

成年後見制度 

判断能力の不十分な成年者（認知症高齢者、知的障害のある人、精神障害のあ

る人）を保護・支援するための制度。家庭裁判所が成年後見人を選ぶ法定後見

制度と自らがあらかじめ成年後見人を選んでおく任意後見制度がある。成年後

見人が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をした

り、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ない

でした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保

護・支援する。 

た行 

短期入所 

居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、短期間の入所を必

要とする障害のある人について、障害者支援施設等において、入浴、排せつ及

び食事その他の必要な保護を行う。 
このサービスは介護を受けられない緊急時等に、地域での生活を支えるサービ

スとなっている。 

地域医療確保計画 

新型インフルエンザをはじめとした感染症による健康危機に対し、その健康被

害を最小限に抑えるため、発生段階に応じて適切な医療を提供できる体制の整

備をすすめることを目的として策定する計画。 

地域支援事業 

介護保険の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にすることを目的とした事業。 

地域包括支援センター 

介護保険法で定められた、地域住民の保健・福祉・医療の向上、虐待防止、介

護予防マネジメントなどを総合的に行う機関で、各区市町村に設置される。 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

介護保険法の改正により新たに創設されたサービスであり、日中・夜間を通し

て、訪問介護と訪問看護が一体的又は密接に連携しながら、短時間の定期巡回

型訪問と随時の対応を行う。 
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特定健診（特定健康診査） 

平成 20 年４月から始まった健康診査で、生活習慣病予防のためにメタボリック

シンドローム（内臓脂肪症候群）に着目した検査項目になっている。実施年度

において 40 歳から 74 歳となる医療保険の加入者が対象。 

特定高齢者 

65歳以上で生活機能が低下し、近い将来介護が必要となるおそれがある高齢者。

現在は、「二次予防事業対象者」という。 

特定施設入居者生活介護 

介護保険法によるサービスの一つで、要介護者又は要支援者について、介護保

険の指定を受けた有料老人ホーム、ケアハウスなどに入居させ、当該施設にお

いて入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行

うことをいう。 

特例子会社 

「障害者の雇用の促進等に関する法律」で事業主に課せられる法定雇用率（法

人の総従業員数に応じて算定される障害のある従業員数の割合）の算定におい

て親会社の一事業所とみなされる子会社。特例子会社が雇用した障害者数を、

親会社の法定雇用率の算定に際して通算することができる。特例子会社は、勤

務条件や採用の方法などを親会社とは別に定めることができることから、障害

のある人の特性に応じた柔軟な対応によって障害者雇用を促進するとされてい

る。 

な行 

なかの里・まち連携（事業） 

地方の都市と大都市（中野区）の両者が、お互いの強みを生かして弱みを補う

ことによって課題の解決を目指し、豊かで持続可能な地域社会をつくるため、

これまでの自治体間交流の枠を越え、民間活力を利用したさまざまな連携事業。 

難病 

症例数が少なく原因不明で治療方法が確立しておらず、生活面への長期にわた

る支障がある疾患のこと。 
国は対策として、①調査研究の推進（難治性疾患克服研究事業）、②医療施設等

の整備、③地域における保健・医療福祉の充実、④ＱＯＬ（生活の質）の向上

を目指した福祉施策の推進、⑤一部の疾患についての医療費の自己負担の軽減、

などを行っている。 
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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の整備状況などを総合的に勘案し、地域の特性に応じ

て区内を区分したもの。 

認知症 

いろいろな原因で脳の細胞の働きが失われたり、働きが悪くなったためにさま

ざまな障害が起こり、生活するうえで支障が出ている状態（およそ６か月以上

継続）を指す。 
認知症を引き起こす病気のうち、もっとも多いのは、脳の神経細胞が脱落する

「変性疾患」と呼ばれる病気であり、アルツハイマー病、前頭側頭型認知症、

レビー小体型認知症などがこの「変性疾患」にあたる。続いて多いのが、脳梗

塞、脳出血、脳動脈硬化などのために、神経の細胞に栄養や酸素が行き渡らな

くなり、その結果その部分の神経細胞の働きが失われたり、神経のネットワー

クが壊れてしまう血管性認知症である。 

認知症高齢者の日常生活自立度 

高齢者の認知症の程度とそれによる日常生活の自立度を客観的に把握するため、

介護保険制度の要介護認定などに使用されている指標。日常生活自立度判定基

準は以下の表のとおり。 
Ⅰ 何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内および社会的にほぼ自立

している。 
Ⅱａ 家庭外で、日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難

さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。 
Ⅱｂ 家庭内でも、上記Ⅱａの状態が見られる。 
Ⅲａ 日中を中心として、日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎

通の困難さが見られ、介護を必要とする。 
Ⅲｂ 夜間を中心として、日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎

通の困難さが見られ、介護を必要とする。 
Ⅳ 日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に

見られ、常に介護を必要とする。 
Ｍ 著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患（意思疎通が全くで

きない寝たきり状態）が見られ、専門医療を必要とする。 

認知症対応型共同生活介護 

介護保険法による地域密着型サービスの一つで、認知症高齢者に対し、共同生

活を営む住居において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世

話及び機能訓練を行うことをいう。 
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認知症対応型通所介護 

介護保険法による地域密着型サービスの一つで、認知症高齢者に対し、デイサ

ービスセンターに通わせ、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の

世話及び機能訓練を行うことをいう。 

は行 

発達障害 

自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多

動性障害その他これに類する脳機能の障害であって、その症状が通常低年齢に

おいて発現する障害。 

バリアフリー 

高齢者・障害のある人などが社会生活をしていく上で、物理的、社会的、制度

的、心理的な障壁、情報面での障壁などすべての障壁（バリア）を除去する必

要があるという考え方。 

ピアカウンセリング 

障害のある人に対して同じく障害のある人が相談に乗り、悩みや問題を相談者

自身の力で克服できるように援助を行う。 

ヒブ（Hib） 

真正細菌であるインフルエンザ菌(Haemophilus influenzae)b 型の略称。 

福祉オンブズマン 

区民から寄せられる保健福祉サービスの苦情に公正・中立な専門家の立場で関

係事業所等の調査を行い、必要な場合には是正措置を求める等、サービス利用

者の権利を擁護する制度。 

福祉有償運送 

身体障害のある人や要介護者など、一人では公共交通機関を利用することが困

難な移動制約者に対して、ドア・ツー・ドアの個別輸送サービスを提供するこ

とを目的として、ＮＰＯ法人、公益法人、社会福祉法人等が行う福祉輸送サー

ビス。 

放課後等デイサービス 

児童福祉法によるサービスの一つで、学校（幼稚園及び大学を除く）に就学し

ている障害のある児童について、授業の終了後または休業日に児童発達支援セ

ンター等の施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流

の促進その他の便宜を供与すること。 
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訪問介護 

介護保険法による居宅サービスの一つで、要介護者又は要支援者について、そ

の居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家

事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助。 

訪問看護 

介護保険法による居宅サービスの一つで、要介護者又は要支援者について、そ

の居宅において、看護師等により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助。 

ま行 

民間福祉サービス紛争調停制度 

高齢者や障害のある人、子ども等のための民間福祉サービスで、利用者と事業

者の間で起きたトラブルについて解決するための制度。事業者と話し合いを重

ねても解決できない場合など、区長に対して調停の申請を行うことができる。 

民生児童委員 

民生委員法に基づき、厚生労働大臣から委嘱され、地域の人々の福祉に関する

問題（生活上の問題、高齢者・障害者福祉等福祉全般)についての相談を受ける

人。児童福祉法による児童委員も兼ねており、児童の福祉に関する相談にも応

じている。 

メタボリックシンドローム 

内臓脂肪症候群。腹部の内臓周囲に脂肪が蓄積するとともに、高血糖、高血圧、

高脂血症の３項目のうち２項目以上あてはまる場合を指す。このような状態だ

と、虚血性心疾患、脳血管疾患などの動脈硬化性疾患に進展する可能性が大き

くなる。 

や 

夜間対応型訪問介護 

介護保険法による地域密着型サービスの一つで、要介護者に対し、夜間におい

て、定期的な巡回訪問により、又は通報を受け、その者の居宅において入浴、

排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話を行う。 

ユニバーサルデザイン 

障害の有無、年齢、性別、人種等にかかわらず、多様な人々が利用しやすいよ

う都市や生活環境をはじめからデザインし、ものやサービス提供などに配慮す

る考え方。 
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ら行 

リスクコミュニケーション 

リスク分析の全過程において、リスク管理機関、リスク評価機関、消費者、生

産者、流通業者、小売業者などの関係者がそれぞれの立場から相互に情報や意

見を交換すること。 

レジオネラ症 

自然界の土壌や湖沼などに生育している、レジオネ属菌が原因で発症する感染

症。冷却塔の冷却水、循環型浴槽、循環給湯、プールなどで維持管理が不十分

な場合に、温度や栄養分などの条件が整うと繁殖することがある。レジオネラ

症は抵抗力の弱い人がかかりやすく、重症の場合には死亡することもあるレジ

オネラ肺炎と、インフルエンザと似た症状を示し数日で軽快するポンティアッ

ク熱とがある。 

レスパイトケア 

障害のある人や要介護等認定者などを介護する家族などを一時的に一定の時間

介護から開放することにより、常日頃の介護からのストレスや疲れを回復させ

ようとする援助・サービスのこと。 

アルファベット 

ＡＥＤ（自動体外式除細動器） 

心臓発作などで心停止した人に、電気ショックを与えて心臓のリズムを回復さ

せる装置。患者の胸に電極パッドを装着し、音声メッセージに沿って誰でも安

全に操作ができる。 

ＣＰＩＴＮコード 

歯周（歯肉、歯ぐき等）の状態を示す指標で、専用の探針（プローブ）を用い

て、歯肉出血・歯周ポケット・歯石の 3 指標により、コード０～４の５段階で

評価する。 

ＤＯＴＳ（ドッツ） 

ＷＨＯ（世界保健機構）が提唱している結核抑圧のための戦略。薬を患者に任

せるのではなく、患者が服用するのを医療従事者が目の前で確認し、服用を支

援する治療法。 

e‐ラーニング（イーラーニング e-learning） 

情報技術を用いて行う学習のこと。 

ＨＡＣＣＰ 

材料の受け入れから出荷まで、すべての工程における監視や記録を行なうこと。 
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ＭＲ 

麻しん（ましん、はしか：Measles）と風しん（ふうしん：Rubella）を英語の

頭文字で略したもので、ＭＲとは、麻しん・風しんの混合ワクチンを意味して

いる。 

ＮＰＯ 

Non Profit Organization（非営利団体）の略で、営利を目的としない（利益を

構成員に分配しない）民間団体の総称。狭義のＮＰＯ法人だけでなく、任意団

体も含まれる。 

ＱＦＴ検査 

QFT 検査（クォンティフェロン TB-3G 検査）とはツベルクリン反応検査にかわ

る検査法で、採血によって速やかに結核の感染について評価できる検査。 

Ｕ18 プラザ 

児童館の機能を拡充し、乳幼児から中高生までの子どもたちの活動や体験を支

え、年齢に応じた育成活動の充実に向けた取り組みを展開していく施設。 


