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新潟県豪雪地域における
要介護高齢者の越冬生活と室内温熱環境の実態
Actual Conditions of Daily Lives of Disabled Elderly and Indoor
Thermal Environment during Winter at Heavy Snow Areas in Niigata
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１．はじめに

２．調査および解析の概要

新潟県南魚沼市（旧大和町と旧六日町）は県内で
も有数の豪雪地域で，2003年時における高齢者の割
合は約23％であった。このうち約16％の人が介護認
定を受けており，多くの人が通所介護や通所リハビ
リおよび短期入所などの介護サービスを利用してい
た。この地域では，冬季の２～５ヶ月間において病
院に入院，または高齢者居住施設に入所する（以
下，越冬入院と称する）という現象が見られる。
そこで本研究では，越冬入院に着眼し，要介護者
の越冬生活や室内温熱環境の実態を把握することを
目的として，2003年の冬季には居住環境に関するヒ
アリング調査と実測調査を行った。主として越冬入
院をする高齢者（以下，入院者と称する）と通年に
わたり在宅で介護を受けている高齢者（以下，在宅
者と称する）の居住環境を比較することにより越冬
入院の要因分析を行った。
さらに，豪雪地帯では冬季の寒冷な環境での移動
は身体的にも大きなヒートショックを受けることが
懸念されることから，要介護者がディサービスを利
用する際の送迎時における温度差や住宅内の温度差
の実態を明らかにするために，要介護者と主に介護
を担う者（以下，主介護者と称する）の身体近傍の
温湿度調査を2006年に実施した。


２．１ 調査対象
新潟県南魚沼市に在住する要介護高齢者の中か
ら，2003年の冬季に越冬入院を予定していた10人を
設定した。次に，入院予定者と要介護度や性別およ
び年齢がほぼ類似した在宅者10人を選定した。
身体近傍温湿度調査では，要介護度１～５の高齢
者がいる10住宅を対象に行った。
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受理

２．２ 調査方法
住宅内の温湿度の実測調査を2003年11月～2004年
４月に，ヒアリング調査を2003年12月～2004年２月
に実施した。ヒアリング調査では各住宅を訪問して
主介護者に質問した。ヒアリング調査の主な内容
は，要介護高齢者の身体状況や日常生活動作および
介護サービス利用状況，家族や住宅の概要，各居室
の暖房状況や主介護者の温冷感，および介護の問題
点や越冬入院の経緯などである。一方，実測調査で
は，温湿度計（㈱エスペックミック社製RS-11とRS12）を外部の２箇所と，通年在宅者宅においては要
介護者の寝室と居間または茶の間および廊下に，越
冬入院者宅では寝室に設置して４～５ヶ月間計測し
た。温湿度計の設置や回収を各住宅を担当するケア
マネジャーに依頼した。
身体近傍温湿度調査における実測調査では，2006
年２月28日～３月７日に要介護者の寝室と主介護者
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表１

図１

要介護者の概要

第６巻

表２

いる際には布団の中を測定した。一方，主介護者の
場合には，起床から就寝までの時間帯に服に付帯
し，就寝時にはベッドまたは布団周辺に置いて測定
した。なお，主介護者の外出時や来客時などの温湿
度計を付帯しない時間帯があった場合には，用紙に
不携帯時間帯を記入してもらった。さらに，ヒアリ
ング調査では，2006年２月21・22・25・27日に，各
住宅を訪問して主介護者から要介護者の身体的状況
や生活状況について話を聞いた。

要介護者の家族と主介護者の概要

図２

要介護者の日常生活の動作や排泄および入浴

が多くの時間を過ごす場所（寝室と同室の場合には
廊下），および玄関に温湿度計を設置して10分毎に
計測した。さらに，身体近傍温湿度測定では，要介
護者の場合，家では温湿度計を下着の上に，ディ
サービス利用の往復時には防寒着の上に温湿度計を
付帯した。要介護者の周囲の温湿度としては，寝て

第１号

 院者と在宅者別にみた食事と
入
就寝時等の場所と座位

３．越冬入院者と通年在宅者の生活と室内温熱
環境の実態把握
３．１ 要介護高齢者の身体状況や生活状況
要介護者の概要を入院者と在宅者別に表１に示す。
脳梗塞や脳出血により身体的障害を持ち医療上の治
療が必要な人がやや多い入院者に対して，在宅者の
認知度（痴呆度）はやや進んでいる傾向がある。
３．２ 家族および主介護者の概要や生活状況
家族および主介護者の概要を入院者と在宅者別に
表２に示す。家族構成や人数は様々で顕著な傾向は
見られない。主介護者は，入院者宅で中年の子供や
嫁が多く，在宅者宅で高齢な無職の配偶者が多い。
在宅者宅では老々介護の様相が伺える。
３．３

要介護高齢者の生活状況とサービス利用状況

要介護者の日常生活動作と排泄時および入浴時の
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表３

図３

 院者と在
入
宅者別にみ
た不在率

冬季5ヶ月間における要介護者の越冬入院と介護保険サービスの利用状況

表４

図４ 1
 2～3月の不在率と要介護度
との関係

図５

 季における介護の問題点と
冬
在宅生活上の困難な点

 寝時における
就
介護者の同室の
有無

自立度を入院者と在宅者別に図１に示す。食事時の
場所や座位および長時間起きている場所などを図２
に表す。入院者の場合，歩行や床からの立ち上がり
および段の昇降ができない者が多いために食事時も
含めてほとんどの時間を寝室で過ごし，排泄はオム
ツ利用が多く，入浴は通所介護時に全介助が多い。
在宅者の場合，日常生活動作や排泄および入浴にお
いて介護者の支えや見守りがあり，寝室と異なる場
所で食事や日中を過ごす様相が伺える。
次に，越冬入院や介護サービスの利用状況を各人
のサービス利用票に基づいて作成したのが図３であ
る。なお，特定の期間における入院や介護サービス
の利用による不在日の割合を不在率と定義する。各
人の不在率をまとめたのが表３である。入院者の場
合，入院期間が１～５ヶ月と大きく異なる。12月～
３月の不在率が95％を超える人が10人中６人おり，
これらの人は冬季間にほとんど家にいない。在宅者
でも通所介護や短期入所などの利用により不在率
50％以上が10人中６人いる。不在率と要介護度との
関係を表す図４を見ると，例外もあるが介護者が配

偶者以外の場合に不在率が高い傾向がある。配偶者
以外の介護者の場合，就労により経済的に介護保険
費用を負担でき，子育てなどの家族の世話があり介
護に専念できない状況があると推測される。さら
に，図５に示す就寝時の介護者の同室の有無を見る
と，在宅者宅において介護者が配偶者であるために
同室の人が８人おり，入院者宅の３人に比べて多い。
３．４

 季における介護の問題点や在宅生活上の
冬
困難な点
表４に冬季における介護の問題点や在宅生活での
困難な点を示す。入院者宅では「温湿度の調節や管
理」や「雪かきの困難や凍結の危険性」を挙げ，寒
冷な豪雪地域における室内温熱環境の管理の困難さ
や雪かきなどの重労働の負担が問題である。一方，
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第６巻

図８

図６

第１号

 室の築年数や改造年数と室温と
寝
の関係

入院者と在宅者別にみた各室での暖房機器

度の相違について入院者
宅と在宅者宅別に使用暖
房を考慮して検討する。
在宅者宅における住宅に
よる寝室の温湿度の最大
値は，在・不在にかかわ
らず約15℃と約45％であ
る。在宅者宅の在宅日と
不在日の室温に大きな相
違はない。これは在宅者
宅の８軒で介護者の寝室
が要介護者の寝室と同室
であることから，介護者
図７ 在宅日と不在日における寝室の平均温湿度
の日中の居場所も寝室が
在宅者宅では「要介護者がオムツ交換時に寒がる」
多いためと考えられる。このうち，エアコンやFF
や「介護者の労力や体調および自由度に対する負担
式ストーブを24時間連続運転している住宅があり，
が大きい」ことを挙げており，寒さと高齢な介護者
相対湿度は50％以下である。開放型ストーブを使用
自身にとって介護の負担が大きいことが問題として
している住宅での相対湿度は60％以上ある。在宅日
挙げられる。
における室温は入院者宅と大きな違いがない。一
３．５  各室における暖房方法
寝室・居間・茶の間・廊下・トイレ・脱衣室・浴
室における暖房器具を図６に示す。寝室や居間での
暖房は在宅者宅で開放型ストーブやこたつが多い。
また，トイレで暖房便座を設けている住宅は多い
が，廊下や脱衣室および浴室で暖房をする住宅は少
ない。これらの空間で暖房をしない住宅の割合は在
宅者宅で高い。
３．６ 在宅日と不在日における温熱環境の実態
図７に示す在宅日と不在日別にみた寝室の温湿

方，入院者宅の不在日における寝室の温度を見る
と，在宅者宅より低く，住宅による相違は10℃前後
ある。この差は住宅の断熱・気密性および不在期間
の長さの違いによる室内での蓄熱状況に起因すると
考えられる。そこで，図８に表す住宅の築年数や改
造年数と寝室の室温との関係を示す。築年数が長い
（古い）ほど室温が低い傾向が見られる。しかし，
同じ築年数でも住宅により10℃前後の差がある。こ
れは暖房運転状況の相違によると考えられる。
以上のことから，寝室の温熱環境は暖房器具の種
類やその運転状況および住宅の築年数や断熱・気密
性などの影響を受けるものの，介護者の日中の居場
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図９

在宅者住宅における在宅日と不在日の寝室と居間および廊下の平均温度

図11
図10
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各室の昼夜別にみた主介護者の温冷感

所や就寝時の寝る場所が要介護者と同室か否かによ
り寝室の温熱環境が大きく異なることがわかった。
３．７ 住宅内の温度差
各在宅者宅での在宅日と不在日における寝室と居
間（茶の間）および廊下の温度（図９）の相違につ
いて考察する。在7･9住宅での不在日における寝室
の室温は在宅日より約３℃以上低いが，ほとんどの
住宅での３空間の在・不在日の温度の相違は小さ
い。また，居間を計測した住宅は５軒しかないが，
寝室の室温が最も高く，廊下の室温が10℃以下の住
宅が多い。寝室と廊下との温度差が10℃前後または
それ以上ある住宅が半数ある。ベッドや布団の寝床
内温度が31～35℃（付表１）であること文1）を踏ま
えると，通所介護の送迎の際の移動時における温度
差は20℃以上あると推定されることから，健康を害
する可能性がある。

 室からトイレまでの距離と
寝
ドアの数

３．８  主介護者の温冷感
各空間での日中と夜間における主介護者の温冷感
を入院者宅と在宅者宅別に図10に示す。在宅者宅の
介護者の方がいずれの空間や時間帯においても寒い
側の評価が多い。これは廊下などを暖房していない
住宅が多いことや，高齢な配偶者が多いためと考え
られる。
要介護者の寝室からトイレまでの距離とドアの数
を図11に示す。トイレまで車椅子で行く場合には，
いくつものドアがあることから，ドア枠等の段差を
乗り越えなければならず距離が長ければ寒冷環境に
暴露されている時間も長くなる。入院者宅が在宅者
宅より比較的距離が長い住宅が多い。入院者宅での
オムツ着用率が60％で，在宅者宅の50％より高い。
入院者宅の場合，主介護者が別室の割合が高いこと
とトイレまで連れて行くための介護者の負担が大き
く寒いことなどによると考えられる。
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表５

第６巻

第１号

身体近傍温湿度調査における要介護者・主介護者・住宅の概要

男性４人と女性６人で
あり，54歳のSKを除
くと68～95歳と年齢に
幅がある。要介護度１
は１人，介護度３は２
人，介護度４は４人，
介護度５は３人で，病
気が脳梗塞・脳出血の
人は６人で，糖尿病も
２人いる。夫婦２人で
暮らしており夫が主介
図12 各住宅における３つの空間での温度
護者である世帯や，子
の家族と暮らしている
世帯がいる。主介護者
の年齢はお嫁さんの場
合には65歳以下でパー
トで働いている者もい
るのに対して，配偶者
の場合には72歳以上で
自営の夫を除き無職で
ある。就寝場所は主介
護者が配偶者の場合に
は同室であるが，嫁の
場合には同一建物別階
図13 要介護者と主介護者の身体近傍温度と周囲温度
や同一階（茶の間など
で寝ている）である。一方，全住宅は木造一戸建で
４．要介護者や主介護者の身体近傍温度の実態
あり，築10年や築11年の住宅があるが，その他の住
把握
宅では築26～50年と古い。築10年や築11年の住宅が
４．１ 要介護者や主介護者および住宅の概要
２階建高床式であるのに対して他住宅は高床式では
身体近傍温湿度調査における調査対象の要介護者
ない２階建てである。
と主介護者および住宅の築年数の概要を表５に示
す。表中の日常生活の自立度や認知症者の自立度
４．２ 住宅内の温度の実態
のランクの内容を付表２と３に示す。要介護者は
住宅内における要介護者の寝室と主介護者が比較
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的長時間を過ごす茶の間や
居間および玄関の温度と湿
度の平均値と標準偏差を図
12に示す。いずれの住宅に
おいても玄関の温度が築11
年（IK邸）と築10年（KK
邸）を除くと10℃以下で低
い。これはヒアリング調査
結果からも明らかなように
玄関を暖房していないこと
による。寝室の平均温度が
10℃以下である住宅が３軒
（YS，YH，KF（KHと同
図14 要介護者のデイサービス（DS）への移動時での温度差
じ））ある。これらの住宅
では寝室が茶の間から離れ
ており，寝る前や起きる前にのみ暖房して日中は茶
５．まとめ
の間にいることが多いためと考えられる。また，主
介護者が昼間いることの多い茶の間での温度は15℃
新潟県豪雪地域における通年在宅と越冬入院する
以上あるものの，冬季に快適な22℃前後（付表４）
20人の要介護者の居住環境の調査とディサービス時
に達している住宅はない。茶の間においても温度が
における要介護者の移動時や住宅内の室別温度の相
低い住宅（YH，KY）の場合，築年数が34年や27
違について調査し，以下の知見を得た。
年であることから，断熱・気密性が不十分なために
１）在宅者宅の場合，主介護者が配偶者であること
隙間風などが入り暖房しても暖まらないと推測され
が多いことから日中や就寝時を同室で過ごしてお
る。
り要介護者の自立を支援しているのに対して，入
要介護者と主介護者の身体近傍温度と要介護者の
院者宅の場合には，主介護者が配偶者以外の人が
周囲温度を図13に示す。要介護者の身体近傍温度が
多いことから就寝時も別室であることが多く，介
17℃以上で，付表４に示すように18～22℃が好まし
護サービスの利用が多い。
いことから概ね問題ない住宅が多く，付表１に示す
２）寝室の温熱環境において大きく異なる要因の１
寝床内温度31～35℃よりは低い。主介護者の身体温
つとして，主介護者の居場所が寝室と同室か否か
度においては付表４に示す高齢者に配慮した住宅熱
により暖房運転状況が異なることが挙げられる。
環境評価基準値に達していない住宅が６軒あり，主
３）入院者宅と在宅者宅の冬季の寝室温度は在宅日
介護者が高齢者の場合には身体的影響が大きいと考
において大きな相違はないが，不在日には入院者
えられる。
宅の方が越冬入院期間が長いために室温は低い。
要介護者の場合，ディサービス（DS）の利用が
４）外出時における移動時の寝床内と廊下との温度
多いことから，冬季における高齢者施設への移動
差が20℃以上ある住宅が多い。
中の熱ストレスが懸念されることから，家からDS
５）ディサービス利用時における玄関や廊下の温度
への往路とDSから家への復路といった移動時の温
が寝室や茶の間の温度よりかなり低いことから，
度差について検討した結果を図14に示す。家と送迎
要介護高齢者は大きな熱ストレスを受けていると
バスとの温度差が往路で10℃前後，復路で15℃以内
推定される。
になっていることから，相当な熱ストレスがかかる
６）要介護者身体近傍温度が最も高く，主介護者の
環境であると言える。熱ストレスに対して防寒着を
身体温度と大きな違いはない。主介護者の周囲温
沢山着てある程度緩和している要介護者がいる一方
度は高齢者に配慮した住宅熱環境評価基準値より
で，比較的軽装な要介護者もいるものの，体調を崩
低い傾向がある。
す人は少ない。
７）ディサービスへの移動時の家と送迎バスとの温
度差は15℃以内であることから，温度差が10℃以
上の中を移動する要介護者も４～５人いる。
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付表１

付表２

第６巻

第１号

睡眠環境

日常生活自立度（寝たきり度）判定基準

付表３

認知症高齢者の日常生活自立度の判定基準

付表４

高齢者に配慮した住宅熱環境評価の基準値
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