
 

 

地域（家庭・グループホーム）で生活している 

重症心身障害のある人への医療の実態に関する調査： 

 

地域別集計結果 

 

 

 

 

 

 

【集計結果の読み方】 

 

※地域別の集計結果は、数値のみを公開しています。数値がもつ意味については、 
「地域（家庭・グループホーム）で生活している重症心身障害のある人への医療

の実態に関する調査」報告書 に掲載した県内全域（名古屋市を除く）の集計結

果と比較したり、本文を参照するなどしてご判断下さい。 

※調査実施時期や、調査方法に関する詳細についても「地域（家庭・グループホー

ム）で生活している重症心身障害のある人への医療の実態に関する調査」報告書

をご参照ください。

http://www.inst-hsc.jp/d-education/kenkyu_seika01.html
http://www.inst-hsc.jp/d-education/kenkyu_seika01.html
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【表の見方】 

 

Q 回答者の続柄 

 

 

 

 

 見出しは、それぞれの質問の内容をかんたんに示したもの

です。各質問の詳細は、別ファイルの『地域（家庭・グルー

プホーム）で生活している重症心身障害のある人への医療の

実態に関する調査 報告書』を参照してください。 
 統計量(a) 

Q 回答者の続柄  

度数 有効 109 

欠損値 0 

a  担当児童（・障害者）センター = 中央 

 Q 回答者の続柄(a) 

 

  人数 ﾊﾟｰｾﾝﾄ 有効ﾊﾟｰｾﾝﾄ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾄ

母 99 90.8 90.8 90.8

父 9 8.3 8.3 99.1

その他 1 .9 .9 100.0

有効 

合計 109 100.0 100.0

a  担当児童（・障害者）センター = 中央 

  

 下についているこの注は、それぞれの表がどの

地域の結果であるかを、その地域を担当する児童

（・障害者）相談センター名で示しています。具

体的には下の一覧表の通りです。 

 

＜児童（・障害者）相談センターの担当地域 一覧表＞ 

担当児童（・障害者）

相談センター 
地域 

中央  瀬戸市、春日井市※、小牧市※、尾張旭市、豊明市、 

 日進市、清須市、北名古屋市、愛知郡、西春日井郡 

一宮  一宮市、犬山市、江南市、稲沢市、岩倉市、丹羽郡 

海部  津島市、愛西市、弥富市、海部郡 

知多  半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、知多郡 

西三河  岡崎市、西尾市、幡豆郡、額田郡 

刈谷  碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市 

豊田加茂  豊田市、西加茂郡 

新城設楽  新城市、北設楽郡 

東三河  豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市、宝飯郡 

無回答 ※担当児童（・障害者）相談センターを問う質問に対して、

回答の記入がなかった人たちの集計結果です 
※春日井市と小牧市の児童相談は、平成20年度から春日井児童相談センターが担当していますが、調

実施時は、中央児童・障害者相談センターが担当していました． 査
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Q9(1) 視力検査の経験 

 

 統計量(a) 

 

Q9(1) 視力検査の経験  

度数 有効 25 

欠損値 0 

a  担当児童（・障害者）センター = 無回答 

 

 

 

 『度数』の「有効」は、この質問の集計対象者数です。

また、「有効」と「欠損値」を足した数は、各地域の回答者

数です。 
 この例の場合、担当児童（・障害者）相談センター名に

ついて“無回答”だった人は 25 人であること、また 25 人

全員が集計対象であることを示しています。 

 Q9(1) 視力検査の経験(a) 

 

  人数 ﾊﾟｰｾﾝﾄ 有効ﾊﾟｰｾﾝﾄ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾄ

有効 ある 7 28.0 28.0 28.0

ない 13 52.0 52.0 80.0

わからない 3 12.0 12.0 92.0

無回答 2 8.0 8.0 100.0

合計 25 100.0 100.0

a  担当児童（・障害者）センター = 無回答 

 
 

Q9(2) 視力検査の結果 

 

 統計量(a) 

 

Q9(2) 視力検査の結果  

度数 有効 7 

欠損値 18 

a  担当児童（・障害者）センター = 無回答 

 

 

 

 

有効ﾊﾟｰｾﾝﾄ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾄ

14.3 14.3

14.3 28.6

42.9 71.4

14.3 85.7

14.3 100.0

100.0

a  担当児童（・障害者）センター = 無回答 

  

 この質問は、担当児童（・障害者）相談センター名につ

いて“無回答”だった 25 人のうち、上の【Q9(1) 視力検査

の経験】で、検査を受けた経験が“ある”と回答した人（7
人）だけを集計の対象としています。したがって、「有効」

（=集計対象者数）は“7”です。 

Q9(2) 視力検査の結果(a) 

  人数 ﾊﾟｰｾﾝﾄ 

有効 異常なし 1 4.0

所見あり 1 4.0

検査できなかった 3 12.0

わからない・覚えていない 1 4.0

無回答 1 4.0

合計 7 28.0

欠損値 

合計 

ｼｽﾃﾑ欠損値 18 72.0

100.025

 「ﾊﾟｰｾﾝﾄ」は『合計』（最下段）に対す

る、「人数」の割合です。 
 『合計』（最下段）が少ない場合、実際

にはわずかな「人数」の違いでしかない

のに、「ﾊﾟｰｾﾝﾄ」でみると、現実以上に違

いが大きく見えることがあります。 
 特に、『合計』（最下段）が 10 未満の時

は「ﾊﾟｰｾﾝﾄ」の解釈は慎重にしてくださ

い。 
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 Q9(2) 視力検査の結果(a) 

 

  人数 ﾊﾟｰｾﾝﾄ 有効ﾊﾟｰｾﾝﾄ

有効 異常なし 1 4.0 14.3

所見あり 1 4.0 14.3

検査できなかった 3 12.0 42.9

わからない・覚えていない 1 4.0 14.3

無回答 1 4.0 14.3

合計 7 28.0 100.0

欠損値 ｼｽﾃﾑ欠損値 18 72.0

合計 25 100.0

累積ﾊﾟｰｾﾝﾄ

14.3

28.6

71

 3 

.4

85.7

0.010

 a  担当児童（・障害者）センター = 無回答 

 
 

14.29%

14.29%

42.86%

14.29%

14.29%

無回答

わからない・覚えて
いない

検査できなかった
所見あり
異常なし

Q9(2)　視力検査の結果

担当児童（ 障害者） センター: 無回答

 

 

 

 

有効ﾊﾟｰｾﾝﾄ

異常なし 1 4.0 14.3 14.3

所見あり 1 4.0 14.3 28.6

検査できなかった 3 12.0 42.9 71.4

わからない・覚えていない 1 4.0 14.3 85.7

無回答 1 4.0 14.3 100.0

有効 

合計 7 28.0 100.0

欠損値 ｼｽﾃﾑ欠損値 18 72.0

合計 25 100.0

a  担当児童（・障害者）センター = 無回答 

 「有効ﾊﾟｰｾﾝﾄ」は、『有効』

の「合計」に対する、「人数」

の割合です。割合に注目したい

方は、この「有効ﾊﾟｰｾﾝﾄ」を中

心に見てください。（円グラフ

も「有効ﾊﾟｰｾﾝﾄ」の値で作成し

ています。） 
 『有効』の「合計」が少ない

時の「有効ﾊﾟｰｾﾝﾄ」の解釈は、

「ﾊﾟｰｾﾝﾄ」の場合と同様に、慎

重にしてください。 
 なお、『有効』の「合計」は、

『度数』の「有効」と同じ値で

あり、すなわち、どちらも集計

対象者数です。 

Q9(2) 視力検査の結果(a) 

 

  人数 ﾊﾟｰｾﾝﾄ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾄ

 

 「累積ﾊﾟｰｾﾝﾄ」は、

「有効ﾊﾟｰｾﾝﾄ」を上か

ら順に、次々に足し算

した値です。 



 

Q4 入所・入居をためらう理由（複数回答） 

 

 Q4 入所・入居をためらう理由(a) 

 

  人数 割合（%） 

1 家族だから一緒に暮らし

たい 
72 66.1%

2 他人に介護を頼むのは心

配 
35 32.1%

3 本人が家族以外の世話に

なじまない 
13 11.9%

4 本人が寂しがるのではと

心配 
42 38.5%

5 施設での暮らしがよくわか

らない 
30 27.5%

6 グループホームやケアホ

ームでの暮らしがよくわから

ない 

13 11.9%

7 実際に目で見て、施設に

は入所させたくないと思った 10 9.2%

8 実際に目で見て、グルー

プホームなどには入居させ

たくないと思った 

0 .0%

9 以前に希望して断られた 0 .0%

10 ためらいはない 10 9.2%

11 その他 11 10.1%

Q4 入

所・入

居をた

めらう

理由 

無回答 11 10.1%

a  担当児童（・障害者）センター = 中央 

 
 

 「複数回答」とは、１つだけ回答を選ぶ

形式の質問ではなく、複数の回答をしてよ

い形式の質問であることを意味していま

す。 

 

 複数回答形式の質問では、「人数」を集

計対象者数で割って「割合（％）」を算出

しています。 
 この例のように、特別な説明がついて

いない場合は、集計対象者は各地域の回

答者全員です。 
 「割合（％）」を合計してみると 100％
をこえますが、これは間違いではありま

せん。 

 複数回答形式の質問では、「人数」の合計

は集計対象者数以上になります。 

 

 

Q2 通院した心身障害専門医療機関（複数回答） 

 

 Q2 通院した心身障害専門医療機関（複数回答）(a) 

 

  人数 

心身障害専門

医療機関に通

院した人に占

める割合（％）

第二青い鳥学園 0 .0%

愛知県コロニー 75 77.3%

青い鳥医療福祉センター 23 23.7%

豊田市こども発達センター 1 1.0%

県外の心身障害専門医療

機関 
1 1.0%

Q2 

通院

した

心身

障害

専門

医療

機関 
医療機関名無回答 

5 5.2%

a  担当児童（・障害者）センター = 中央 

 
 

 この例のような、特別な説明がつ

いている場合の集計対象者数につい

ては、関連する質問の結果を参照し

てください。 
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Q2 入所・入居希望時期 (入所・入居希望先別） 

 

 Q2 入所・入居希望時期 （入所・入居希望先別）(a) 

 

Q1 入所・入居希望 

1 施設への長期

入所を希望 

2 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑへ

の入居を希望 

3 ケアホーム（ケ

ア付きｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰ

ﾑ）への入居を希

望 

  人数 人数 人数 

今すぐ、又はできるだけ早く 
3 2 1

学校を卒業したときに 2 1 2

現在介護している人が介護

できなくなったときに 
34 6 16

家族の結婚が決まったときに 
0 0 0

本人の体が硬くなるなどで介

護ができなくなったときに 
1 1 1

その他 1 0 0

無回答 1 0 0

Q2 入

所・入

居希

望時

期 

合計 42 10 20

a  担当児童（・障害者）センター = 中央 

 このような形の表は、

2 つの質問の集計結果

を、関連づけて見ようと

したものです。 
 この例の場合、左の列

は、Q1 で“施設への長

期入所を希望”と回答し

た人たちについての Q2
の集計結果を示してい

ます。 
 同様に、中央の列は

Q1 で“ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑへの入

居を希望”と回答した人

たちの Q2 の結果、右の

列は Q1 で“ｹｱﾎｰﾑへの

入居を希望”
 

と回答した

人たちの Q2 の結果を表

しています。 
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