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はじめに 

近年、医療機関は機能分化され急性期病院（特定機能病院や一般病院）の在院日数の急

速な短縮化が進んでいる。一般病床の平均在院日数は 2002 年には 22.2 日であったが 2012

年では 17.2 日である、今後もさらに短縮化が進むことが考えられる。それと同時に病院を

退院し在宅や他施設に移動した後も医療処置や介護を必要とする患者も増加している。こ

れらのことから、患者が在宅や他施設にスムーズに移行できるよう益々退院支援の必要性

が高まっている。退院支援の質を高めるためには入院時に、退院支援の必要性を判定する

スクリーニング指標（以下、スクリーニング指標）を活用していくことが効果的・効率的

であると考える。特に特定機能病院といわれる、高度な医療を提供する大学病院では、短

縮化する在院日数の中で癌や難病などの医療ニーズが高い患者の退院支援を行うこととな

る。よって特に大学病院において退院支援の必要者を入院早期に把握するための指標が必

要である。大学病院のスクリーニング指標を検討した研究としては鷲見ら（2007）らや森

鍵ら（2012）の研究がある。そこには、退院支援必要者の漏れを減らすことや妥当性を高

めること、スクリーニングの時期の検討等の課題が示されている。Ａ大学病院ではスクリ

ーニング指標が独自に開発され活用されているが、その妥当性については検証が十分に行

われていない。そこで本研究では、①Ａ大学病院における退院支援必要者のスクリーニン

グ指標の妥当性を検討し、課題を明らかにすることを目的とする。②さらに、退院患者の

うち、より退院支援が必要であった者に退院後 1 年経過した後、ヒアリング調査を実施す

ることで、地域包括ケアに向けた病院の退院支援システムの検討を行うことを目的とする。 

 

Ａ大学病院における退院支援の状況 

入院時に、退院支援の必要者のスクリーニング指標を用いて退院支援の必要性について

アセスメントを行う。現在のスクリーニング指標は 7 項目から成り排尿管理(失禁)介助、

入浴介助、認知/知覚問題あり、服薬管理介助、介護者なし、経済状況不安有り、退院先自

宅外である。7 項目のうち 1 つでも該当すると退院支援の必要者と判定される。このスク

リーニング指標や看護記録等を参考に病棟看護師が、退院支援部署へ退院支援の依頼を行

ったり、退院後に必要なサービスの調整を行ったりしている。 

 

研究方法 

研究Ⅰ：Ａ病院におけるスクリーニング指標の妥当性の検討 

1．調査対象 
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Ａ大学病院における退院支援に積極的な 2 病棟（内科病棟）を対象病棟とした。調査期

間中に入退院した患者のうち、カルテを回収できた 185 名を対象とした。ベッドコントロ

ールによる転科患者や緩和病棟への転科患者、検査目的のための短期入院患者を除外の対

象とした。また、化学療法等、予定内での再入院の場合には二回目からは対象外とした。 

2．調査方法 

2013 年 8下旬～2014 年 1月であった。病棟の看護師に、対象となった入院患者について、

入院時と退院時に調査者が作成したカルテ転記シートに記入してもらった。調査項目は、

現在のスクリーニング指標の項目に加えて、鷲見らのスクリーニング指標を参考にし、さ

らに退院支援センターや病棟看護師と話し合うことで、要退院支援者の抽出に関連すると

考えられる項目を挙げた。現在の、退院支援必要性のスクリーニング指標 7 項目について

も記入を依頼した。加えて、対象者の基本属性、介護者の状況、退院後必要とされる医療

処置等について尋ねた。 

3．現在のスクリーニング指標、およびその検討のための外的基準 

現在の 7 項目のスクリーニング指標で、退院先が自宅外、服薬管理要介助、認知問題が

有る、介護力無し、今回の入院に関する経済状況の不安がある、入浴要介助、排尿管理要

介助のうち、一つでも当てはまる項目があった者を「退院支援該当者」、いずれも当てはま

らなかった者を「退院支援非該当者」とした。 

また退院時に、看護師に今回の対象者について｢退院支援ハイリスク者｣であったか｢退院

支援非ハイリスク者｣であったかを判断して貰った。ここでのハイリスク者とは「入退院を

繰り返す」「介護が必要であるが介護力が弱い」「退院支援に時間を要する」等、「早期から

他職種で退院支援の必要がある対象者｣のことであり、今回のスクリーニング指標の外的基

準とした。 

4．分析方法 

「退院支援ハイリスク者｣「退院支援非ハイリスク者」の二群に分け、｢退院支援該当者｣、

｢退院支援非該当者｣とクロス表を作成し、入院時スクリーニング指標の感度、特異度を算

出した。さらに、スクリーニング指標の課題を検討するため、スクリーニング指標の偽陽

性と偽陰性はどのような特性があったかを分析した。統計ソフトは JMP Pro10 を使用した。 

 

研究Ⅱ：Ａ病院における退院支援の退院後のヒアリングによる評価 

1．調査対象 

入院中に、「退院支援ハイリスク者｣と判断された患者のうち、協力が得られた患者 3 名

を対象にヒアリング調査を実施した。 

2．調査方法 

 調査期間は、2014 年 9 月～10 月であった。本人または家族を対象にヒアリングを実施し

た。 

3．分析方法 

 ヒアリングデータを基に事例ごとにまとめ、退院支援の内容を評価した。 

 なお、本調査は、東北大学大学院医学系研究科倫理審査委員会の承認を得て行われた

（倫理審査番号：2013‐1‐194）。 

－ 12 －



 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表１ 退院支援スクリーニング指標の感度および特異度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表２ 偽陽性の対象者のスクリーニング指標の 

     該当項目（n=39） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表３ 偽陰性の対象者の基本属性（n=8） 

 

結果および考察 

研究Ⅰ：Ａ病院におけるスクリーニング指標の妥当性の検討 

 

 今回外的基準に使用した｢退院支援

ハイリスク者｣は 38 名（20.5％）、｢退

院 支 援 非 ハ イ リ ス ク 者 ｣は 147 名

（79.5％）であった。現在のスクリー

ニング指標は、感度 78.9％、特異度

73.5％、陽性的中率は 43.5％であった。

（図表 1） 

鷲見ら（2007）の大学病院における

スクリーニング指標は感度 77.3％、特

異度 85.3％であった。また、清水ら

（2010）のがん専門病院におけるスク

リーニング指標では、感度 90.0％、特

異度 60.0％であった。現在開発されて

いるスクリーニング指標と比較して同

等の感度・特異度であったため、一定

の妥当性は保たれていると考えられた。 

また、偽陽性の対象者が該当したス

クリーニング指標の項目を見ると、入

浴自立度（48.7％）と経済状況におい

て特に高い割合であった（図表 2）。経

済状況は、本人に尋ねると、「不安であ

る」と回答しがちであるため、どの程

度の経済状況であるのかを具体的にア

セスメントする必要があると考えられ

た。 

 一方、偽陰性の対象者を見ると、医

療処置が必要な者が、8 名中 5 名あっ

た。これにより、医療処置に関する項

目が不足している可能性が示唆された。 
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研究Ⅱ：Ａ病院における退院支援の退院後のヒアリングによる評価 

 

1．対象者の基本属性 

図表 4 のように、今回は同意が得られた 3 名を対象にヒアリングを実施した。Ａさんは

39 歳女性で、2 型糖尿病のため教育入院した。現病歴は 2 型糖尿病、腎症第 1 期、高血圧、

脂質異常症などである。退院先は 1 人暮らしの自宅であった。Ｂさんは 88 歳男性で、CAPD

腹膜炎で加療のために入院した。現病歴は CAPD 腹膜炎、アルツハイマー型認知症、慢性

腎不全などである。すでに訪問医療、訪問看護、デイサービスの利用はしており、ケアマ

ネージャーもいた。4 人家族で、主介護者の長女 57 歳の介護負担が大きいことが介護上の

問題であった。退院先は自宅であった。Ｃさんは 72 歳男性で、多発性脳梗塞で加療のため

入院した。現病歴は多発性脳梗塞、脳血管性知症、慢性腎臓病、高血圧などである。また

キーパーソンはいとこであり、身寄りがほとんどいない。退院先は自宅であった。本報で

は、Ｂさんに焦点を当てて報告する。 

 

Aさん Bさん Cさん

性別 女性 男性 男性

年齢 39歳 88歳 72歳

主疾患 2型糖尿病 CAPD腹膜炎 脳卒中

入院目的 教育入院 加療 加療

入院期間 2013/10/10～27（18日間） 2013/10/11～21（9日間） 2013/10/22～11/24（33日間）

社会資源の利用 なし 身体障害者手帳3級（慢性腎不全） 身体障害者手帳1級（ペースメーカーを埋入

訪問医療、訪問看護、デイサービス しているため）

介護保険 なし 要介護1 入院中に申請。認定は退院後。

介護上の問題 なし 主介護者の長女の負担が大きい。 独居で認知症にも関わらず身寄りがいない。

家族 68歳の父、66歳の母は一緒に 4人暮らしをしていて、妻82歳、長男59 離婚をしていて、元妻とは連絡も取れない。一人

住んでおり、患者には3人の 歳、長女57歳である。主介護者は長女 息子は精神疾患にてグループホームに入所して

姉妹がいるが、皆独居である。 である。 いる。キーパーソンはいとこ。

退院先 自宅（独居） 自宅（家族あり） 自宅（独居）  

 

 

2．Ｂさんの退院支援の内容と退院後に上手くいったことといかなかったこと（図表 5） 

 Ｂさんは認知症であり、介護はほぼ長女 1 人で行っているため長女の介護負担が大きい

ことや、腹膜炎の再発リスクがあることから退院支援ハイリスク者と判断された。退院後

の目標および退院支援内容は図表 5 の通りである。退院後の生活で上手くいったことは、

何か不安なことがあればすぐに大学病院の外来に電話で相談できることであった。そのた

め、腹膜炎等の異常が起これば直ぐに長女が医療機関に連絡ができた。上手くいかなかっ

たことは、最後は自宅で看取ることを希望して腹膜透析を始めたものの、2014 年 6 月の入

院を機に認知症が悪化し、そこから家族の介護負担が大きくなり手に負えなくなってしま

ったため、施設入所となったことである。また支援されていないことではあるが、退院後

の生活において長女は延命治療を望んでおらず、自宅で自然と亡くなる状況を望んでいた

が、2014 年 8 月に呼吸停止のため救急車を呼び、大学病院へ救急搬送となり、緊急時の方

針に関する医療者との意思疎通が図れていない状況にあった。  

図表４ ヒアリング対象者の基本属性 
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リスク・問題（退院

支援ハイリスク者 家族の入院中の

と判断した理由） ケアに対する反応

体は元気だった １．家族の協力と医療 1）後方支援 ＊上手くいったこと

が、認知症が徐 ・介護サービスの利用 ・ケア会議、必要物品の用 （1）主介護者の長女にとって毎日気を張り詰めながら介護をしている中で、訪問看護を

々に進行してい により、長女の負担 意。（既にケアマネはつい 利用する日は気が楽になる。訪問看護が主治医のいる大学病院と連絡をとっている。

たため、自宅に が軽減できる。 ており、デイサービス・訪 ＊上手くいかなかったこと

帰ってから家族 問看護・訪問医療も利用 （1）2014年6月のチューブ交換目的の入院の際に認知症が悪化し、そこから家族の介

も患者から目が ２．社会資源を利用し 中のため調整のみ。） 護負担が大きくなり、手に負えなくなってしまった。最期は自宅で看取ること事を考え

離せなくなるの ながら、患者が自宅 PDにしたが、2014年8月の呼吸停止のために救急搬送さされた入院を機に、施設入所

ではないかと思 で療養することができ 　　 となり、結局自宅で療養することはできなくなってしまった。

われ、長女一人 る。 2）相談先の提供 ありがたいと ＊上手くいったこと

の介護負担が大 「日中は外来に、それ以外 感じている。 （2）何か不安なことがあったらすぐに大学病院の外来に電話で相談ができる。

きい。 の時間は病棟に、何か不

安なことがあったら連絡す

るようにと言って帰す。

3）PD専任の栄養士によ 親身になって ＊上手くいったこと

る長女への栄養指導 教えてくれた （3）治療食は指導された通りに作れ、スプーンで計ることも苦ではなかった。

・前回PDチューブを挿管し と感じている。

た際の入院で栄養指導は

しているため、確認の意味

合いで行った。

認知症により患 ３．長女が正しいPD 4）長女へのPDの指導 ＊上手くいったこと

者がPDチューブ の手技を実施すること ・手技、入浴、緊急時の対 （4）PDの手技は長女が行い、特に問題なくできていた。

を不潔にするリ ができる。 応など項目として一律に決 （5）腹膜炎など患者に異常が起こるたびに長女が発見し、医療機関に連絡ができてい

スクがあり、腹 ４．異常（発熱・排液 まっている。 た。

膜炎再発のリス 混濁・腹痛など）の早

クがある。 期発見ができる。

５．その他 1）緊急時の方針に関する医療者との意思疎通

支援はされていない 長女は延命治療は望んでおらず、自宅で自然と亡くなる状況を望んでいたが、2014年

こと 8月に呼吸停止のため救急車を呼び、大学病院へ救急搬送となった。

退院後の生活の目標 自宅での現状退院支援または

ケアの内容

 

 

  

入院中に行われたサービス調整により、訪問看護が導入され、何か不安なことがあった

らすぐに大学病院の外来に電話で相談ができる体制が整えられていた。また、長女が腹膜

炎など患者に異常が起これば直ぐに医療機関に連絡ができていたため、自宅での療養生活

が可能な限り継続できていたと考えられる。このように、病院と地域との連携をスムーズ

にするためには、入院中に自宅での生活で予測できることに対しては、できる限り連携方

法を具体的に検討しておくことが重要であると考えられた。  

 

経費使途明細  

使途内容 金額 

消耗品 調査のための消耗品・印刷費（用紙、ペン、付箋、ファイル、等） 

データ収集および事務（人件費）910 円×60 時間×2 人 890 円×45 時間×1 人

データ入力費 

郵送費（切手、メール便代）調査費：140 円×80 通 80 円×80 通 

先駆的施設の視察費（交通費） 

先駆的施設視察時の手土産 

会議費 

17,580

149,250

71,599

17,600

26,318

5,950

15,750

合計 304,047

 

図表５ Ｂさんの概要 
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