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地方都市の在宅高齢者における健康３要因の
経年変化とその因果構造

� 嶋 伸 子＊１ 高 城 智 圭＊２ 星 旦 二＊２

目的：地方都市に在住する高齢者を対象に，１０年間の健康３要因（身体的・精神的・社会的要因）の

経年変化やその因果構造を明らかにすることを研究目的とする．

方法：Ａ市Ｂ地区在住６０歳以上全員３，７１７人を対象に１９９９年３月に郵送で自記式質問紙調査を実施し，

回答の得られた２，５２０人（回収率６７．８％）を基礎的データベースとした．１０年後の２００９年７月

に死亡や転居を除いた１，７９６人に追跡調査を行い，回収された１，０８１人（回収率６０．２％）から回

答不備を除いた１，０７０人（１，０７０／１，７９６＝５９．６％）を分析対象とした．健康３要因について健康

づくり実践との関連や１０年間の経年変化，さらに健康３要因と健康づくりの実践をあらわす健

康志向行動の因果構造を共分散構造分析により分析した．

結果：健康３要因の１０年の変化は身体的要因や精神的要因は統計学的に有意な低下がみられたが社会

的要因は維持または望ましい方向への変化が示された．さらに“１９９９年精神的健康”（“ ”は

潜在変数を示す）を基盤とし１０年後の“２００９年身体的健康”を経由して健康志向行動を含む“２００９

社会的健康”を内生潜在変数とする因果構造が示され，NFI＝０．９７７，CFI＝０．９９０，TLI＝

０．９８１，RMSEA＝０．０２７と高い適合度が得られた．

結論：高齢者の社会的健康や健康志向行動は１０年前の精神的健康が基盤となって規定されることが示

され，住民の健康づくりを支援する保健師の役割としては，精神的健康を基盤とした支援を重

視する意義が示唆された．
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� はじめに

わが国は，人口の急速な高齢化に伴い生活習

慣病や要介護者の増加が深刻な社会問題とな

り，２１世紀にすべての国民が健やかでこころ豊

かに生活できる活力ある社会にするため，国民

の健康づくり運動として健康日本２１が推進され

ることになった１）．健康日本２１の総論では，人

生の最終段階である高年期が人生の完成期で余

生を楽しみ，豊かな収穫を得る時期であると述

べ，さらに，高年期の特性である病気や障害を

抱えていても，生活の質を維持し，豊かに暮ら

す重要性が提唱されている２）．

１９４６年に世界保健機関（WHO）で，示めさ

れた健康の定義は，「健康とは，身体的，精神

的および社会的に完全に良好な状態であり，単

に疾病または病弱の存在しないことではない」

とされている．この定義により，健康概念の要

因として身体的要因，精神的要因に加えて，社
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会的要因が注目されることになった．その後，

これらの３要因は，下位概念の健康度を示す指

標として幅広い分野で活用されてきた．星ら３）

劉ら４，５）は都市郊外に居住する高齢者の健康状態

の経年変化や因果関係を健康３要因により分析

している．これらの調査では，初回調査“精神

的要因”（“ ”は潜在変数を示す）から３年後

の追跡調査の“身体的要因”へ統計学的に有意

に影響することが示された．しかしながら，こ

れらの研究は都市郊外の高齢者を対象として３

年の経年変化をみたものである．高齢化の進展

は都市よりも地方が先行し都道府県別に見た要

介護割合は都市部よりも地方が高く，約２倍の

較差が見られている．

よって，高齢者の健康を維持し，要介護状況

を予防する意義は地方において高まっている．

一方，厚生労働省は，生活習慣病や要介護者

の増加に対処するため，２０００年に地方において

健康づくり計画を立案し推進する方向性を示し

た．また，介護保険法を制定し実施主体を市町

村とした．さらに，２００６年の介護保険法の改正

では，地域包括支援センターを拠点として，一

般高齢者を対象とした介護予防活動を行うよう

になった．このような，市町村における健康づ

くりの地方計画策定推進や介護予防活動は，住

民と共に保健師が中心的役割を担っている．

渡部ら６）による都道府県別要介護認定割合に

関連する要因の横断調査では，保健師数の多い

県は，高齢者の有業割合が高く，結果的に要介

護認定割合や介護保険料を低下させている可能

性が示唆され，保健師の役割として生きがいと

関連する就労や収入確保を含めた社会経済文化

的要因としての日々の暮らしを支援する保健師

の役割に注目する必要性を示している．

そこで，本研究では，地方都市Ａ市Ｂ地区に

在住する高齢者を対象に，１０年間の健康３要因

（身体的・精神的・社会的要因）の経年変化を

明確にし，健康づくりと健康３要因の因果構造

を明らかにすることを研究目的とした．このこ

とにより，地域で高齢者の健康づくりを効果的

に支援する保健師の役割を検討する基礎資料を

得ることにした．

� 用語の操作的定義

健康づくり：健康日本２１によると健康づくり

とは，健康づくりの実践について，個人の努力

のみに責任を預けるのでなく，社会全体で支援

していく環境整備が不可欠である７）としている

ものの，健康づくりの定義や概念規定はされて

いない．そこで，本研究における健康づくりと

は，健康増進を目的とした個人・家族の活動お

よびグループでの地域活動の実践も含むものと

した．

� 研究方法

１．対象地区

対象地区であるＡ市Ｂ地区は県中央に位置

し，総面積２６．２５km２総人口は，２００２年１０月現

在２３，３６０人高齢化率１５．６％で県平均２１．５％と比

べ比較的高齢化率の低い地域である．また，自

治会組織数は３５６で加入率８５％である．健康づ

くり計画を住民と共に策定し推進している．保

健センター職員は所長の保健師を含めて６名で

あったが，２００６年３月に隣接するＡ市と合併

し，全職員数は保健師２名を含む３名となった．

２．調査方法

１）調査対象及び方法

地方都市Ａ市Ｂ地区在住６０歳以上全員３，７１７

人を対象に１９９９年３月に自記式質問紙調査を実

施し，回答の得られた２，５２０人（回収率６７．８％）

を基礎的なデータベースとした．２，５２０人を追

跡し死亡や転居を除いた１，７９６人を１０年後の調

査対象とし，１，０８１人（回収率６０．２％）から回

答を得た．分析対象は，回答不備を除いた

１，０７０人（１，０７０／１，７９６＝５９．６％）とした（表１）．

調査の方法は自記式質問紙を郵送により配布

回収した．追跡した２回目の調査期日は２００９年

７月２１日から８月７日とした．
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２）調査項目

属性として，年齢，性別を問うた．健康状態

は健康３要因の設問を以下のように設定した．

身体的要因は日常生活能力（Basic Activities of

Daily Living：BADL）BADL得点は「近隣へ

の外出」，「日中寝床」の２項目で，近隣への外

出は「隣近所に外出できますか」の設問で回答

は「１人でできる＝２」，「介助があればでき

る＝１」，「できない＝０」の選択肢でスコア化

した．「日中寝床」は「日中寝床から離れてい

ますか」の設問で「離れている＝３」，「離れて

いる時間の方が長い＝２」，「寝床についている

時間の方が長い＝１」，「ほとんど寝床について

いる＝０」の選択肢でスコア化しBADL得点は

２項目の合計で最大は５点で全てできる，最小

は０点で全てできないとした．

手段的日常生活能力（Instrumental Activities

of Daily Living：IADL）IADL得点は老研式生

活指標８）を参考に「日用品の買い物」，「食事の

用意」，「預貯金の出し入れ」，「年金や保険の書

類の作成」，「新聞や書物を読める」の５項目で

構成し「できる＝１」，「できない＝０」でスコ

ア化し，IADL得点は５項目の合計で最大は５

点で全てできる，最小０点で全てできないとし

た．BADL，IADLともに得点が高いほど生活

能力が高いことを意味するとした．

治療中の疾病の設問は，「現在治療を受けて

いる病気を全て選んでください」とし，３年後

の生存と統計学的に有意９）であった肝臓病，糖

尿病，心臓病および脳卒中について選択された

疾病数を「治療中疾病数」とした．

精神的要因は主観的健康感，主観的幸福感，

健康の過去との比較３項目とした．主観的健康

感の設問は「自分は健康だと思いますか」とし，

回答は「とても健康」，「まあまあ健康」，「あま

り健康でない」と「健康でない」の４つの選択

肢とした．主観的幸福感の設問は「全体的にい

うと，あなたは幸せだと思いますか」とし，回

答は「はい」，「いいえ」，「どちらでもない」の

３つの選択肢とした．健康を過去と比較する設

問は「昨年と比べて元気ですか」とし，１９９９年

の回答は「はい」，「いいえ」，「どちらでもない」

の３段階で２００９年「はい」，「いいえ」としたの

で比較するときは１９９９年「どちらでもない」は

「いいえ」に含めた．

社会的要因は外出頻度，友人近所付き合い，

趣味の３項目を設定した．外出頻度の設問は

「外出回数（隣近所を含む）はどのくらいです

か」とし，回答は「ほぼ毎日」，「週３～４回」，

「月４～５回」，「月１回以下」の４つの選択肢

とした．友人近所付き合いの設問は「友人や近

所の方とどのくらいお付き合いしていますか」

とし，回答は「ほぼ毎日」，「週３～４回」，「月

４～５回」，「月１回以下」の４つの選択肢とし

た．趣味の設問では１９９９年は「２つ以上」，「１

つ持っている」，「持っていない」の３区分とし

た．２００９年では趣味の種類を視覚的活動，音楽

的活動，文化的活動，創作的活動，観光的活

動，投資・ギャンブル的活動，園芸的活動，ス

ポーツ的活動，自然とのふれあい，動物の世

話，その他，特になし，を提示し選択肢とし

た．選択された趣味数を「２つ以上」，「１つ

持っている」に分け，特になしを選択した人を

「持っていない」とし３つに再区分した．

健康づくりの実践を示す健康志向行動として

運動習慣と地区活動を調査項目とした．運動習

慣は「運動やスポーツをどの位していますか」

と聞き回答は「ほぼ毎日」，「週３～４回位」，

表１ 分析対象者，性別年齢階級別（２００９年時
点の年齢）

年 齢 区 分
合計７０―

７４歳
７５―
７９歳

８０―
８４歳

８５歳
以上

男性
人
％
１６５
３４．４

１４１
２９．４

１０９
２２．８

６４
１３．４

４７９
１００．０

女性
人
％
１５９
２６．９

１８６
３１．５

１５２
２５．７

９４
１５．９

５９１
１００．０

合計
人
％
３２４
３０．３

３２７
３０．５

２６１
２４．４

１５８
１４．８

１，０７０
１００．０
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「週１～２回位」，「月１～２回位」，「していな

い」の選択肢とした．地区活動度は「地域活動

やボランティア活動をしていますか」と質問し

回答は「している」，「たまにする」，「ほとんど

しない」の３つの選択肢とした．

３．分析方法

健康３要因の１９９９年と２００９年との経年変化に

関する統計学的な検定は，対応のある場合の検

定としWilcoxon符号付順位検定を用いた．有

意水準は５％とした．

共分散構造分析に用いる潜在変数を探るため

に，精神的健康，身体的健康，社会的健康と健

康づくりの実践を示す健康志向行動として採用

した９項目に対して，最尤法，プロマックス斜

交回転による探索的因子分析を実施した．第一

因子は２００９年の友人近所付き合い，外出頻度，

地区活動度，運動習慣で社会的健康要因と健康

志向行動が類似性のある一つの潜在変数となり

“２００９社会的健康”（“ ”潜在変数を意味する）

と命名した．第二因子は２００９年のIADLと

BADLは，“２００９身体的健康”とし，第三因子

は１９９９年の昨年比較元気，主観的健康感，主観

的幸福感で“１９９９精神的健康”と命名した．第

三因子までの因子累積寄与率は４３．８％であり各

因子の信頼係数は第三因子まで０．６以上であっ

た（表２）．

次に三つの潜在変数，つまり身体的健康要

因，精神的健康要因，社会的健康要因につい

て，外生潜在変数は全て１９９９年調査とし，全て

の組み合わせについて，先行研究３）を応用して

解析し，先行研究１０―１３）を踏まえて，最も適合度

が最も高く決定係数が大きいモデルを探った．

以上の分析には分析ソフトは，SPSS１４．０J

for WindowsとAmos７．０for Windowsを用いた．

４．倫理的配慮

Ａ市Ｂ地区保健委員会や健康づくりの自主組

織の了解を得ると共に香川県立保健医療大学倫

理委員会の承諾を得て実施した．解析は個人が

特定できないようにID番号で処理した．

� 調査結果

研究結果として，１．健康３要因の１０年間の

経年変化，２．健康３要因の因果構造について

述べる．

１．健康３要因の１０年間の経年変化

精神的健康要因の観測変数である主観的健康

感は「とても健康」，「まあまあ健康である」割

合が１９９９年の８１．８％から１０年後には７０．３％へと

表２ １９９９年精神的健康と２００９年身体・社会健康および健康志向行動に対する探索的因子分析結果
因 子 負 荷 量

因 子 １ 因 子 ２ 因 子 ３

友人近所付き合い ０．７７８ －０．０６８ －０．０１１

外出頻度 ０．５９２ ０．１４０ ０．０１２

地区活動度 ０．５１２ －０．０２０ ０．０４０

運動習慣 ０．３２２ ０．００２ ０．０２２

IADL －０．００１ ０．８４９ ０．０２３

BADL －０．００２ ０．８０１ －０．０２３

昨年比較元気１９９９年 －０．０５７ －０．０１７ ０．８６０

主観的健康感１９９９年 ０．０８５ ０．０４６ ０．４８８

主観的幸福感１９９９年 ０．０５１ －０．０２１ ０．４２７

因子累積（％） ２７．７ ３６．８ ４３．８

信頼係数ａ ０．５９９ ０．７９７ ０．６２０

因子抽出法：最尤法 回転法：Kaiserの正規化を伴うプロマックス法
ａ ４回の反復で回転が収束した．
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減少し，「健康でない」，「あまり健康でない」

の割合は１５．８％から１０年後には２８．７％へと増加

した．昨年比較健康は「元気である」割合は同

様に６８．６％から４８．８％へと減少し，「元気でな

い」は２９．２％から４９．４％へと増加した．主観的

幸福感は「幸福である」割合は同様に８１．５％か

ら３２．９％へと減少し「幸福でない」が３．６％か

ら１．６％へと減少したが，「どちらでもない」が

１３．１％から５８．８％へと増加した．各観測変数の

１０年後の経年変化を対応があるWilcoxon符号

和検定でみると，いずれも統計学的に有意に低

下する傾向がみられた．

身体的健康要因の観測変数であるBADLの実

態をみると「全てできる」割合が，７９．７％から

１０年後には７０．７％へと減少し，「全てできない」

割合は０．１％から１．５％へと増加した．IADLに

ついても同様に「全てできる」割合が７７．７％か

ら６２．３％へと減少し，「全てできない」割合が

３．１％から４．２％へと増加した．このように

BADL，IADLともに高得点者の割合が１０年後

には，やや低下し，低得点の割合が統計学的に

有意に増加した．治療している疾患数は，１０年

間に統計学的に有意に増加することが示され

た．

社会的健康要因の観測変数である外出頻度

は，「ほぼ毎日」の割合が３５．０％から１０年後は

４３．２％に増加し，「月１回以下」の割合が７．５％

から１１．９％に増加した．近所付き合いも「ほぼ

毎日」の割合が３０．７％から３５．０％に増加し，「月

１回以下」も１４．４％から１９．１％に増加し１０年間

に統計学的な有意差がみられなかった．一方，

趣味数では趣味数の多い人が１０年後に統計学的

に有意な増加がみられた（表３）．

本研究における経年変化は，１０年間の期間，

他自治体へと転居せずに生存していた対象にお

ける実態を示したものである．

２．健康３要因の因果構造

最終的に内生潜在変数の決定係数が高いモデ

ルは，“１９９９精神的健康”を基盤とし１０年後の

“２００９身体的健康”を経由して社会的健康と健

康志向行動をあらわす“２００９社会的健康”を内

生潜在変数とするものであった．また，“１９９９

精神的健康”を基盤とし１０年後の社会的健康と

健康志向行動をあらわす“２００９社会的健康”を

経由して“２００９身体的健康”を内生潜在変数と

するものも同様な結果傾向が得られた．

両モデルの適合度指数は同様で，NFI＝

０．９７７，CFI＝０．９９０，TLI＝０．９８１，RMSEA＝

０．０２７と高い適合度が得られた（図１）．

１９９９精神的健康を基盤とするモデルは，他の

１９９９身体的健康や１９９９社会的健康を基盤とする

モデルよりも高い適合度であった（表４）．

また，“１９９９精神的健康”から“２００９身体的

健康”を経由する“２００９社会的健康”への間接

効果は０．２０２（＝０．３４１×０．５９２）で，“１９９９精神

的健康”から直接規定される直接効果０．１２３よ

り“２００９社会的健康”が大きいことが示された．

一方，“１９９９精神的健康”から“２００９社会的健

康”を経由する内生潜在変数“２００９身体的健康”

への間接効果は０．１９０（＝０．３２５×０．５８５）であっ

た．

� 考 察

１．健康３要因の経年変化

健康３要因の１０年後の経年変化は，社会的健

康要因の外出頻度と近所付き合いは有意差がな

く，趣味数はむしろ統計学的にみて有意に増加

していた．１０年を経過し対象者の６９．７％が後期

高齢者になっているにもかかわらず社会的健康

がむしろ維持されていた．３年間の経年変化を

みた先行研究３）では本研究と同様に身体的・精

神的健康要因は低下し社会的健康要因の趣味数

が増加の傾向がみられたことを，本研究は支持

した．また，１０年後の経年変化は，わが国にお

いて初めて明らかにしたものである．しかしな

がら，先行研究は外出頻度や近所付き合いが低

下するものの本研究は統計学的にみて有意な差

はなかった．この社会的健康要因が１０年を経過

�嶋，他／地方都市の在宅高齢者における健康３要因の経年変化とその因果構造
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表３ 精神的健康要因と身体的健康要因および社会的健康要因項目の経年変化

カ テ ゴ リ
１９９９年 ２００９年 Willcoxon

符号付順位検定度数 パーセント 度数 パーセント

主 観 的
健 康 感

とても健康である １１５ １０．７ ７５ ７．０

ｚ＝－８．７９
Ｐ＜０．００１

まあまあ健康である ７６１ ７１．１ ６７７ ６３．３
あまり健康でない １２５ １１．７ ２００ １８．７
健康でない ４４ ４．１ １０７ １０．０
不明 ２５ ２．３ １１ １．０

昨年比較
元 気

はい ７３４ ６８．６ ５２２ ４８．８
ｚ＝－１０．５
Ｐ＜０．００１いいえ ３１２ ２９．２ ５２９ ４９．４

不明 ２４ ２．２ １９ １．８

主 観 的
幸 福 感

はい（幸福） ８７２ ８１．５ ３５２ ３２．９

ｚ＝－１８．３２
Ｐ＜０．００１

どちらでもない １４０ １３．１ ６２９ ５８．８
いいえ（非幸福） ３８ ３．６ １７ １．６
不明 ２０ １．９ ７２ ６．７

BADL

５点（全てできる） ８５３ ７９．７ ７５７ ７０．７

ｚ＝－７．１３
Ｐ＜０．００１

４点 ９９ ９．３ １４９ １３．９
３点 １５ １．４ ４５ ４．２
２点 １９ １．８ ３５ ３．３
１点 ４ ０．４ １０ ０．９
０点（全てできない） １ ０．１ １６ １．５
不明 ７９ ７．４ ５８ ５．４

IADL

５点（全てできる） ８３１ ７７．７ ６６７ ６２．３

ｚ＝－５．７８
Ｐ＜０．００１

４点 ９４ ８．８ １４３ １３．４
３点 ４７ ４．４ ５８ ５．４
２点 １４ １．３ ３７ ３．５
１点 ３７ ３．５ ４０ ３．７
０点（全てできない） ３３ ３．１ ４５ ４．２
不明 １４ １．３ ８０ ７．５

疾 病 数

４つ ２ ０．２ ０ ０．０

ｚ＝－６．８
Ｐ＜０．００１

３つ ２ ０．２ ４ ０．４
２つ ４０ ３．７ ６５ ６．１
１つ ２０４ １９．１ ２９０ ２７．１
なし ８２１ ７６．７ ７１１ ６６．４
不明 １ ０．１ ０ ０．０

外出頻度

ほぼ毎日 ３７５ ３５．０ ４６２ ４３．２

ｚ＝－１．４６
Ｐ＝０．１４５

週３―４回位 ３４０ ３１．８ ２３１ ２１．６
月４―５回位 ２２８ ２１．３ １６６ １５．５
月１回以下 ８０ ７．５ １２７ １１．９
不明 ４７ ４．４ ８４ ７．９

友人近所
付き合い

ほぼ毎日 ３２９ ３０．７ ３７５ ３５．０

ｚ＝－０．０８
Ｐ＝０．９３３

週に３―４回位 ２７３ ２５．５ １９４ １８．１
月に４―５回位 ２５４ ２３．７ １９８ １８．５
月１回以下 １５４ １４．４ ２０４ １９．１
不明 ６０ ５．６ ９９ ９．３

趣 味 数

２つ以上持っている ４４８ ４１．９ ６９７ ６５．１

ｚ＝－８．７１６
Ｐ＜０．００１

１つ持っている ３６２ ３３．８ ２１８ ２０．４
もっていない １９６ １８．３ １５４ １４．４
不明 ６４ ６．０ １ ０．１

合計対象数 １，０７０ １００ １，０７０ １００
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しても維持または望ましい傾向を示した理由

は，１０年という歳月により社会的背景の変化が

影響している可能性が推定された．当該地域で

は，１９９９年に３箇所だった公民館が２０００年と

２００２年に設置され５箇所に充実された１４）．つま

り，１０年前よりも公民館が増え身近なところで

趣味活動に参加しやすい支援環境が整備された

ことが一因となり社会的活動の維持・増加へと

反映している可能性が示唆された．

しかしながら，今回の観察集団では，社会的

健康要因は維持改善をみせているが，選択バイ

アスのかかった集団であり，地域全体で社会的

健康要因が維持・改善していることを示したわ

けではない．

２．健康３要因の因果構造

本研究により，健康３要因の因果構造は，１０

年前の精神的健康が身体的健康を経て健康志向

行動を含む社会的健康を既定することが示さ

れ，先行研究３）を支持した．

つまり，身体的健康や社会的健康の維持によ

るその後の健康を保持できるとするモデルより

も，精神的健康の維持がその後の身体的健康を

維持し，社会的健康の維持につながるモデルの

適合度が高いことが示された．このことは都市

郊外高齢者を対象とした研究３―５）成果と一致して

いた．高齢者における健康３要因間の因果構造

は，都市と地方問わず共通である可能性が示唆

された．妥当性の検証が研究課題である．

以上の研究成果を踏まえると，本人が前向き

に生きる精神的健康を重視した支援により，身

体機能が維持され，更にその後の社会参加が継

続され社会的健康維持に繋がる可能性が示唆さ

れた．

したがって，健康日本２１の総論に示されたよ

うに高齢者が病気や障害を抱えていても，生活

の質を維持し，豊かに暮らすためには，高齢者

図１ ２００９年社会的健康を内生潜在変数とする健康３要因の因果構造
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が生涯社会参加し続けられることを目標に精神

的健康を支援することを重視したり，社会参加

できる環境整備をしたりする必要性が追跡調査

により支持されたと言えよう．

よって，健康づくりを支援する保健師の役割

として，住民の精神的要素を尊重し，その後の

身体機能を維持することで，その後の社会的健

康度を維持することを重視した支援が必要であ

る可能性がある．さらに高齢者が社会参加し続

けられる環境整備と精神的健康を大切にする支

援の意義が大きいかもしれない．

しかしながら，この精神的健康の維持がその

後の身体的健康を維持し，社会的健康の維持に

つながる因果の証明には，介入実証研究が必要

となる．

また，本調査の分析対象が，１０年後も転居せ

ず生存し在宅で生活できる人であった．さら

に，後期高齢者ほど，要介護度が高く回答率が

表４ 潜在変数間のモデル別にみた直接効果と間接効果

基盤となる
潜 在 変 数

経 由 す る
潜 在 変 数

内 生
潜 在 変 数

直接効果と
間 接 効 果

推定値 決 定
係 数

適合度
指 数１９９９年

２００９年 ２００９年 ０．３１８ ０．９５２
身体的健康 精神的健康 社会的健康 身体→精神 ０．０３７ ０．９７３

身体→社会 ０．０１７ ０．９４５
精神→社会 ０．５６３ ０．０３４
身体→精神→社会 ０．０２１

２００９年 ２００９年 ０．３１８ ０．９５２
社会的健康 精神的健康 身体→社会 ０．０３８ ０．９７３

身体→精神 ０．０１６ ０．９４５
社会→精神 ０．５６３ ０．０３４
身体→社会→精神 ０．０２１

１９９９年 ２００９年 ２００９年 ０．４１６ ０．９７７
精神的健康 身体的健康 社会的健康 精神→身体 ０．３４１ ０．９９０

精神→社会 ０．１２３ ０．９８１
身体→社会 ０．５９２ ０．０２７
精神→身体→社会 ０．２０２

２００９年 ２００９年 ０．４２３ ０．９７７
社会的健康 身体的健康 精神→社会 ０．３２５ ０．９９０

精神→身体 ０．１５０ ０．９８１
社会→身体 ０．５８５ ０．０２７
精神→社会→身体 ０．１９０

１９９９年 ２００９年 ２００９年 ０．３１７ ０．８８６
社会的健康 身体的健康 精神的健康 社会→身体 ０．２１２ ０．８９９

社会→精神 ０．０７３ ０．８１９
身体→精神 ０．５４３ ０．０７５
社会→身体→精神 ０．１１５

２００９年 ２００９年 ０．３２６ ０．８８６
精神的健康 身体的健康 社会→精神 ０．１３１ ０．８９９

社会→身体 ０．１２１ ０．８１９
精神→身体 ０．５４２ ０．０７５
社会→精神→身体 ０．０７１

対象数 １，０７０

精神→社会：精神的健康から社会的健康への直接効果を示す．
精神→社会→身体：精神的健康から社会的健康を経る身体的健康への間接効果を示す．
適合度は，上から順にNFI，CFI，TLI，RMSEAを示す．
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低くなるという自己選択バイアスが存在すると

推定される１５，１６）．つまり，本調査結果は１０年間

居住し続け，在宅で生活している高齢者でアン

ケート調査に協力しようという意思をもち回答

できる理解力と体力のある集団の特性を表した

もので地域全体を示した結果ではない．

また，本調査は１０年間の追跡調査であるた

め，７２４人の死亡や転居者を除き２回とも継続

調査できた．１，０７０人であり，初期調査対象者

２，５２０人の４２．５％が分析対象であった．

しかしながら，同様な先行研究は報告されて

いないことから，一定以上の対象者数を確保す

べき方策を検討し追試研究を行うとともに，ラ

ンダムサンプリングにより介入効果を明確にす

る実証的な調査研究も望まれる．

� ま と め

本調査結果は，１０年後も転居せず生存し在宅

で生活でき調査に協力し回答しようという意思

をもち，回答できた集団の特性を表したもので

ある．

１０年間の経年変化では，身体的・精神的健康

は低下するものの社会的健康が維持される特徴

的傾向がみられた．また，健康志向行動を含む

社会的健康は，１０年前の精神的健康が基盤とな

り身体的健康を経由して規定されることも示唆

された．

よって，健康づくりを支援する保健師の役割

として，住民の精神的要素を尊重し，その後の

身体機能を維持することで，その後の社会的健

康度を維持することを重視した支援が必要性で

ある可能性がある．さらに高齢者が社会参加し

続けられる環境整備と精神的な健康を大切にす

る支援の意義が大きいかもしれない．

同様な先行研究は報告されていないことから

追試研究により内的妥当性を高めるとともに，

ランダムサンプリングにより外的妥当性を高め

ることが今後の研究課題である．
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Long―term changes in three elements of
health status and their causation in home―living

elderly dwellers of a local city

Nobuko TAKASHIMA＊１, Chika TAKAGI＊２, Tanji HOSHI＊２

Abstract

Purpose: The physical, psychological, and social elements of health status for elderly dwellers of a

local city were investigated to ascertain long―term health status changes and their causation.

Methods: Data from２，５２０returned self―reported questionnaires mailed to all３，７１７dwellers aged

６０years or over in a local city in March１９９９（recovery rate:６７．８％）were input into a basic da-

tabase. A follow―up questionnaire was sent to１，７９６individuals still living in the region in July

２００９and data from１，０７０respondents（１，０７０／１，７９６＝５９．６％）was analyzed. Covariance struc-

ture analysis was performed to determine any association of the three elements with dwellers’

actual efforts toward healthy living, how they had changed over１０years, and any causation be-

tween the elements and behaviors toward healthy living.

Results: Physical and psychological health status significantly deteriorated over the１０―year period,

while social health status was maintained or improved. A causal structure model that started

with“psychological health status in１９９９”, via“physical health status in２００９”toward an endo-

genous variable“social health status in２００９”was revealed. The model fitting was good（NFI＝

０．９７７, CFI＝０．９９０, TLI＝０．９８１, and RMSEA＝０．０２７）.

Conclusion: Psychological health status serves as a foundation for social health status over the next

１０years. Placing special emphasis on dwellers psychological health is an important duty of pub-

lic health nurses to help dwellers lead a healthy life.

〔JJHEP；２０（１）：１９―２９〕

Key words: causal structure, long―term changes in health, health support, elderly dwellers of a lo-

cal city
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