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調査）」に統合され、結果は厚生労働省ホー
ムページ等で公表される予定である。
（２）施設入所・入院の状況
障害別に状況を見ると、身体障害における
施設入所者の割合２．４％、精神障害における
入院患者の割合１０．１％に対して、知的障害者
における施設入所者は２３．４％となっており、
特に知的障害者の施設入所の割合が高い点に
特徴がある。

２．年齢階層別の障害者数

（１）身体障害者
在宅の身体障害者３５７．６万人の年齢階層別
の内訳を見ると、１８歳未満９．３万人（２．６％）、
１８歳以上６５歳未満１２３．７万人（３４．６％）、６５歳

以上２２１．１万人（６１．８％）であり、７０歳以上
に限っても１７７．５万人（４９．６％）となってい
る。
我が国の総人口に占める６５歳以上人口の割
合（高齢化率）は調査時点の平成１８年には
２０．８％であり、身体障害者ではその３倍以上
も高齢化が進んでいる状況にある。
６５歳以上の割合の推移を見ると、昭和４５年
には３割程度だったものが、平成１８年には６
割まで上昇している。このことは、年齢階層
ごとの身体障害者の割合の違いに関係してい
る。身体障害者の割合を人口千人当たりの人
数で見ると６０歳代後半で５８．３人、７０歳以上で
は９４．９人となっている。このように、高齢に
なるほど身体障害者の割合が高いことから、

調査の概要

○身体障害児・者実態調査（厚生労働省）
在宅の身体障害児・者を対象とした調査であり、５年ごとに実施。全国の国勢調査区か
ら無作為抽出した調査地区内に居住する身体障害児・者及びその属する世帯を対象に調
査。

○知的障害児（者）基礎調査（厚生労働省）
在宅の知的障害児・者を対象とした調査であり、５年ごとに実施。全国の国勢調査区か
ら無作為抽出した調査地区内に居住する知的障害児・者のいる世帯を対象に調査。

※「身体障害児・者実態調査」と「知的障害児（者）基礎調査」は統合され「生活のしづ
らさなどに関する調査（全国在宅障害児・者等実態調査）」として、平成２３年１２月に実
施された。厚生労働省ホームページで結果公表の予定。

○社会福祉施設等調査（厚生労働省）
全国の社会福祉施設等を対象に、施設数、在所者・従事者の状況等を調査するもので、
毎年実施。１０月１日時点での全数調査。

○患者調査（厚生労働省）
病院及び診療所を利用する患者について、その傷病の状況等の実態を明らかにし、医療
行政の基礎資料を得ることを目的とした調査であり、３年ごとに実施。全国の医療施設か
ら層化無作為に抽出し、調査日にその医療施設で受診した全ての患者を対象に調査。
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　注：昭和55年は身体障害児（0～17歳）に係る調査を行っていない。
資料：厚生労働省「身体障害児・者実態調査」
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資料：厚生労働省「知的障害児（者）基礎調査」

人口の高齢化により身体障害者数は今後も更
に増加していくことが予想される。
（２）知的障害者
在宅の知的障害者４１．９万人の年齢階層別の
内訳を見ると、１８歳未満１１．７万人（２８．０％）、
１８歳以上６５歳未満２７．４万人（６５．５％）、６５歳
以上１．５万人（３．７％）となっている。身体障
害者と比べて１８歳未満の割合が高い一方で、
６５歳以上の割合が低い点に特徴がある。
６５歳以上の割合の推移を見ると、平成７年
から平成１７年までの１０年で２％台から３．７％
へ増加している。知的障害は発達期に現れる
ものであり、発達期以降に新たに知的障害が
生じるものではないことから、身体障害のよ
うに人口の高齢化の影響を大きく受けること
はない。一方で、調査時点である平成１７年の
高齢化率２０．１％に比べて、知的障害者の６５歳
以上の割合が５分の１以下の水準であること

０～９歳 １０～１９歳 ２０～２９歳 ３０～３９歳 ４０～４９歳 ５０～５９歳 ６０～６４歳 ６５～６９歳 ７０歳～

３．２ ４．４ ４．１ ６．１ １１．６ ２４．４ ４８．９ ５８．３ ９４．９

■図表１―２ 年齢階層別障害者数の推移（身体障害児・者・在宅）

■図表１―３ 年齢階層別身体障害児・者数（在宅）の人口比（対千人）
単位：人

資料：厚生労働省「身体障害児・者実態調査」（平成１８年）

■図表１―４ 年齢階層別障害者数の推移
（知的障害児・者・在宅）
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資料：厚生労働省「患者調査」より厚生労働省社会・援
　　　護局障害保健福祉部で作成
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　注：昭和55年は身体障害児（0～17歳）に係る調査を行っ
　　　ていない。
資料：厚生労働省「身体障害児・者実態調査」

は、健康面での問題を抱えている者が多い状
況を伺わせる。
（３）精神障害者
外来の精神障害者２８７．８万人の年齢階層別
の内訳を見ると、２０歳未満１７．６万人（６．１％）、
２０歳以上６５歳未満１７２．４万人（５９．９％）、６５歳
以上９７．４万人（３３．８％）となっている。調査
時点の平成２３年の高齢化率２３．３％に比べ、高
い水準となっている。
６５歳以上の割合の推移を見ると、平成１７年
から平成２３年までの６年間で、６５歳以上の割
合は２８．６％から３３．８％へと上昇している。

障害種類別の年次推移を見ると、視覚障
害、聴覚・言語障害、肢体不自由はほぼ横ば
いであり、内部障害の増加率が高い。平成８
年から１８年までの１０年間の推移を見ても、内
部障害の占める割合は２１．２％から３０．５％へと
増加している。このことは、障害の発生原因
や発生年齢とも関係しており、人口の高齢化
の影響が内部障害の増加に影響を及ぼしてい
るといえる。

３．障害種類別の障害者数

（１）身体障害者
在宅の身体障害者の障害種類別の内訳を見
ると、視覚障害３１．５万人（８．８％）、聴覚・言
語障害３６．０万人（１０．１％）、肢体不自由１８１万
人（５０．６％）、内部障害１０９．１万人（３０．５％）
となっている。

（２）精神障害者
外来の精神障害者の疾病別の内訳を見る
と、「気分（感情）障害（躁うつ病を含む）」
９２．９万人（３２．３％）、「統合失調症、統合失調
症型障害及び妄想性障害」５３．９万人（１８．７％）、
「神経症性障害、ストレス関連障害及び身体
表現性障害」５６．５万人（１９．６％）、「てんかん」
２０．９万人（７．３％）、等となっている。

■図表１―５ 年齢階層別障害者数の推移
（精神障害者・外来）

■図表１―６ 種類別障害者数の推移
（身体障害児・者・在宅）
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