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研究目的

少子高齢化の進展にともない、日本では中高年期に高齢親族の介護と就業を同
時に担う可能性が高まっている。就業については、労働人口の減少に伴い性別・年
齢を問わず「活躍」が期待される傾向にある1)。介護については、介護保険制度が
導入され「介護の社会化」が進められたものの、制度は家族介護を前提に運営され
ており、未だ家族が介護の多くを担う傾向にある2)。

中高年世代はこれらの役割を実際にどのように担い、それは彼らの健康といかな
る関係にあるのだろうか。先行研究では、介護と仕事を同時に担うことの健康上の
メリットを示唆するものもあるが3) 、一時点データにもとづくものであり、パネルデー
タによる検証が求められる状況にある。
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研究目的（つづき）

こうした背景のもと、本稿は、中高年世代における家族介護・就業と健康の関連を、
パネルデータを用いて検討する。本稿ではまず、家族介護者（主介護者）の約7割
を占める女性について4)、この関連を検討する。

健康は、経済と並んで人々の生活基盤をなす資源であり、中高年女性の介護・就
業と健康の関連についての分析は、高齢者福祉の当事者である要介護高齢者とそ
の介護家族への支援策を考案するための基礎データを提示するものと考えられる。
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研究の視点および方法
データは、厚生労働省が実施した「中高年者縦断調査」の個票データを，統計法第
33条に基づき二次データ利用の許可を得て使用した。

「中高年者縦断調査」の概要5)

対象：2005年10月末現在50～59歳だった男女

調査年： 2005年に第一回が実施され、以後毎年実施されている

分析サンプル： 2005年～2008年に行われた第1回～第4回調査の各時点における
50～61歳の女性で、主要変数に欠損値のない者（表1）

分析方法：一年間（T1からT2）を観察単位として、3観察単位（2005～2006、2006～
2007、2007～2008）をプールした統合データを作成し、T1からT2にかけての同居に
よる親介護と就業の推移と心身の健康の状況を記述的に分析するとともに、これら
の変数間の関連を重回帰分析等によって分析した
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倫理的配慮

本研究は、「中高年者縦断調査」の個票データを活用した二次分析であり，データ
は厚生労働省より統計法第33条に基づき二次データ利用の許可を得て使用した。
データは統計的に処理されており、個人が特定されることはない。また、「日本社
会福祉学会研究倫理規程」および「研究倫理規程にもとづく研究ガイドライン」を遵
守した。
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研究結果

親の介護を開始・継続した者のディストレスは、介護をしていない者に比べて総じ
て高い一方、就業を継続・開始した者のディストレスは、就業していない者に比べ
有意に低い傾向がみられた（表２）

身体的健康（ADLの有無）については精神的健康（ディストレス）に比べ、介護との
関連がやや弱い傾向がみられた（表２）

相互作用を含めた分析の結果、介護継続者のうち就業継続・就業開始者のディ
ストレスは非就業者より低い傾向がみられる一方、介護継続者のうち就業開始
者・就業停止者には、非就業者よりADL困難有が多い傾向がみられた（表３）
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考察

介護の推移と就業の推移では、健康への影響が異なるほか、これらの影響のあ
り方はアウトカムの種類（精神的健康と身体的健康）によっても異なる可能性が示
唆された。

就業することで、介護継続が精神的健康に及ぼす負の効果が緩和される可能性
が示唆される一方で、介護を継続しながらの就業開始が身体的健康を阻害するリ
スクや、介護と就業の両立の末、身体的健康を悪化させて、就業を断念するリスク
がある可能性も示唆された。

今後は、身体的健康・精神的健康の双方をアウトカムとして、就業・介護との関連
についてより詳細に分析を行い、今回観察された知見を精査していくことが課題で
ある。
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表１ 親介護（同居）の状況（T1→T2）別にみた分析サンプルの属性 

   親介護（同居）の状況（T1→T2） 

    非介護 介護継続 介護開始 介護停止 

 N 29,832 1,113 751 704 

健康状態      

 ADL困難あり a（T1） % 10.2  13.8  12.4  12.1  

 ADL困難あり a（T2） % 10.8  12.7  14.4  11.7  

 ディストレス b（T1） 平均値 3.3  4.6  3.9  4.5  

 ディストレス b（T2） 平均値 3.4  4.7  4.6  4.1  

      

就業の状況（T1→T2）      

 非就業 % 27.8  36.0  27.3  31.1  

 就業継続 % 63.4  55.1  63.3  59.2  

 就業開始 % 3.6  2.9  3.3  5.1  

 就業停止 % 5.3  6.0  6.1  4.6  

      

その他の属性      

 有配偶（T1） % 84.6  82.5  85.0  83.8  

 配偶者と死別（T1-T2） % 0.6  0.4  0.5  0.6  

 年齢（T1） 平均値 55.6  55.7  55.3  55.7  

 世帯収入 c（T1）対数 平均値 3.1  2.8  3.2  3.0  

 世帯貯蓄 d（T1）対数 平均値 2.6  4.3  3.3  3.3  

 別居親の介護（T1又は T2） % 8.5  4.7  14.8  21.6  

 教育 e      

  中学卒業以下 % 16.0  9.1  13.1  13.2  

  高校卒業 % 52.9  53.3  50.1  50.7  

  短大・大学卒業以上 % 31.1  37.7  36.9  36.1  
a 1=日常生活動作（歩く、階段の上り下り等）の際、困難を感じることがある、0=ない 
b K6を使用; 過去 1 ヶ月について、「神経過敏に感じましたか」等 6 項目の質問に対する回答（0=「ま

ったくない」～4=「いつも」）の合計値 
c 過去 1ヶ月の本人収入と配偶者収入の合計（万円） 
d 世帯の預貯金額（万円） 
e wave2 で得られた値を、変化がないと想定して使用 

出所）厚生労働省「中高年者縦断調査」の個票データに基づく筆者らの集計・分析結果 

 

  



表２ 親介護・就業の状況と健康の関連 

 
logit 

ADL困難あり（T2） 

OLS 

ディストレス（T2） 

  Model 1 Model 2 Model 1 Model 2 

ディストレス（T1） 0.06  *** 0.06  *** 0.69  *** 0.69  *** 

 (0.00)  (0.00)  (0.00)  (0.00)  

ADL困難あり（T1） 2.80  *** 2.77  *** 0.45  *** 0.43  *** 

 (0.04)  (0.04)  (0.05)  (0.05)  

親介護の状況（T1→T2）（Ref. 非介護） 

 介護継続 -0.03   -0.05   0.46  *** 0.45  *** 

 (0.11)  (0.11)  (0.09)  (0.09)  

 介護開始 0.30  * 0.31  * 0.80  *** 0.80  *** 

 (0.13)  (0.13)  (0.11)  (0.11)  

 介護停止 -0.08   -0.08   -0.25  * -0.25  ** 

 (0.14)  (0.14)  (0.11)  (0.11)  

就業の状況（T1→T2）（Ref. 非就業） 

 就業継続   -0.39  ***   -0.16  *** 

   (0.05)    (0.04)  

 就業開始   -0.53  ***   -0.30  ** 

   (0.12)    (0.09)  

 就業停止   0.07     0.17  * 

   (0.09)    (0.08)  

切片 -5.41  *** -4.57  *** 3.68  *** 4.06  *** 

 (0.43)  (0.44)  (0.33)  (0.34)  

         

N 32,400   32,400   31,146   31,146   

Pseudo R2 / R2 0.24    0.24    0.52    0.52    

*** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05 

注. モデルは有配偶（T1）、配偶者と死別（T1-T2）、年齢（T1）、世帯収入（T1）、世帯貯蓄

（T1）、別居親の介護（T1又は T2）、教育変数について統制済み（表記割愛） 

出所）厚生労働省「中高年者縦断調査」の個票データに基づく筆者らの集計・分析結果 

 

  



表３ 親介護・就業の状況と健康の関連 

  
Logit 

ADL困難有無（T2） 

OLS 

ディストレス（T2） 

ディストレス（T1） 0.06  *** 0.69  *** 

 (0.00)  (0.00)  

ADL困難あり（T1） 2.77  *** 0.43  *** 

 (0.04)  (0.05)  

親介護の状況（T1→T2）（Ref. 非介護） 

 介護継続 -0.23   0.68  *** 

 (0.17)  (0.15)  

 介護開始 0.19   1.03  *** 

 (0.23)  (0.20)  

 介護停止 -0.48  * -0.52  ** 

 (0.24)  (0.20)  

就業の状況（T1→T2）（Ref. 非就業） 

 就業継続 -0.41  *** -0.14  *** 

 (0.05)  (0.04)  

 就業開始 -0.64  *** -0.26  ** 

 (0.13)  (0.09)  

 就業停止 0.02   0.14   

 (0.09)  (0.08)  

親介護と就業の相互作用     

 介護継続×就業継続 0.16   -0.42  * 

 (0.23)  (0.19)  

 介護継続×就業開始 1.33  * -1.08  * 

 (0.55)  (0.53)  

 介護継続×就業停止 0.80  * 0.54   

 (0.40)  (0.38)  

 介護開始×就業継続 0.16   -0.32   

 (0.28)  (0.24)  

 介護開始×就業開始 0.16   -0.33   

 (0.76)  (0.60)  

 介護開始×就業停止 0.24   -0.28   

 (0.51)  (0.47)  

 介護停止×就業継続 0.56   0.40   

 (0.31)  (0.24)  

 介護停止×就業開始 1.49  * 0.20   

 (0.60)  (0.51)  

 介護停止×就業停止 0.42   0.53   

 (0.63)  (0.55)  

切片 -4.54  *** 4.04  *** 

 (0.44)  (0.34)  

N 32,400   31,146   

Pseudo R2 / R2 0.25    0.52    

*** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05 

注. モデルは有配偶（T1）、配偶者と死別（T1-T2）、年齢（T1）、世帯収入（T1）、世帯貯蓄（T1）、

別居親の介護（T1又は T2）、教育変数について統制済み（表記割愛） 

出所）厚生労働省「中高年者縦断調査」の個票データに基づく筆者らの集計・分析結果 
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