
服薬管理能力に認知機能が大きく関与していると思
われますが、当院外来通院中の患者様において
HDS-R が高得点でも管理不可能な方がいました。
このことから HDS-R が高得点でも管理ができると
はすぐには言えません。今回の調査結果において、
視覚障害や麻痺などの身体的障害があり、結果的に
は自己管理出来ない人もいましたが、患者さまが依
存的な性格であったり、家族のサポートがあるため

に自分で管理しようとせず、結果的に管理できなく
なっているケースもあると思われます。今後は服薬
管理出来ない人でサポートのない患者さまに対して
積極的に対策をとっていく必要があります。

結論、外来患者において HDS-R がすぐに自己服薬
管理の指標にはならないと思われます。ただし、14
点以下は服薬管理不可能でした。

考  察 
   服薬管理能力に認知機能が大きく関与していると思われる

が、HDS-Rが高得点でも管理不可能な方がいた。このことか

らHDS-Rが高得点でも管理ができるとは言えない。今回の調

査結果において、視覚障害や麻痺などの身体的障害があり、

結果的には自己管理出来ない人もいたが、患者が依存的な

性格であったり、家族のサポートがあるために自分で管理し

ようとせず、結果的に管理できなくなっているケースもあると

思われる。 

   今後は服薬管理出来ない人でサポートのない患者に対して

積極的に対策をとっていく必要がある。 

結  論 

  HDS-Rがすぐに自己服薬管理の指標に

はならないと思われる。ただし、14点以下

は服薬管理不可能であった。 

【はじめに】当院は総合一般病院で、病床数124床、
入院患者の平均年齢は79.6歳と高齢である。
また、在院日数は20.8日で5% の患者が2～3年入
院している。
そのため入院による廃用や環境変化による認知機能

低下等の2次的合併症の発症が危惧される。これら
を発症すると、入院期間のさらなる長期化や、看護
量の増大にもつながるため、今回我々は、院内デイ
ケアの導入を試み、参加者の活動性の増加及び看護
量の減少が示唆されたので報告する。
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はじめに 
病床数：１２４床の総合一般病院 

     入院患者：平均年齢：７９．６歳 
      在院日数：２０．８日 
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入院期間のさらなる長期化や、看護量の増大 

 

 
  

今回院内デイケアの導入を試み、参加者の活動性の 
増加及び看護量の減少が示唆されたので報告する 

参加者の活動性と看護量による評価 
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【目的】①患者の日中離床率の向上　②精神・認知
機能の活性化　③看護師の業務負担の軽減で院内デ
イケアを開始した。

＜実施方法＞
対象　入院患者7名、平均年齢79.3歳、
期間　平成24年1月3日から5月3日
＜検証方法＞
参加者の活動性をニコニコスケール、NM スケール、
離床時間をデイケア参加前、退院時で評価した。

看護量は24時間のナースコール数を入院患者数で
割ったものを、院内デイケア施行前、退院時で比較
した。

【結果】①参加者の活動性
・ニコニコスケールでは、7名中全ての患者に1～4

ポイントの改善がみられた。
全体の平均では院内デイケア施行前5.1レベルか
ら退院時3.4レベルと改善しており、笑顔が多く
見られるようになった。

・NM スケールの総合点では、入院時から退院時に
7名中全ての患者に1点から15点の改善があり、
全体の平均から見ると入院時26.1点、退院時34.5
点と活動性が増えていた。

 
<院内デイケアの目的> 

○患者の日中離床率の向上 

○精神・認知機能の活性化 

○看護師の業務負担の軽減 

 

    方法 

１、実施方法 
 ・対象 当病院入院患者７名（男３名、女４名） 
        平均年齢７９．３±７．１歳 

 ・期間 平成２４年１月３日から５月３日 

２、検証方法 
 ・参加者の活動性 
     ①ニコニコスケール  ②ＮＭスケール   
     ③座位時間 
 ・看護量     

     ①ナースコール回数 ②スタッフアンケート  

 結果：参加者の活動性① 
     ニコニコスケール 

・７名中すべての患者に 
 １～４ポイントの改善 
 
・全体平均 
 ５，１⇒３，４ポイントの  
 改善 
 
 
 
 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

施行前 施行後 

ニコニコスケール 

院内デイケアの 
スケジュール及び内容 

院内デイケアスケジュール 

１１：２０～ ホールへ誘導 

11:30 嚥下体操 

12:00 昼食 

12:30 歯磨き、うがい 

13:00 レクリェーション 

１３：３０～ 自室へ 

週間レクリェーション内容 

月 塗り絵 

火 計算問題 

水 ＤＶＤ鑑賞、歌 

木 折り紙、豆つかみ 

金 ジグソーパズル 

  結果：参加者の活動性② 
      ＮＭスケール総合  

・７名すべての患者に 

 スケールの上昇がみら
れた 
 

・全体平均 
 ２６．１⇒３４．６へ改善 
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☆担当者2名で評価を行う 
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・NM スケール項目別では、7名全ての患者にス
ケールの上昇が見られた。
その中でも、関心の上昇が平均3.1ポイントの上
昇と一番高かった。

活動性に関しては、院内デイケア開始前は、食事は
ベッドサイド及びベッド上で自立歩行のみトイレ誘
導を行っており、リハビリテーション施行はわずか
であったが、院内デイケア開始により合計180分程
度の離床時間へ増加した。

②看護量
・ナースコール数は総数142回から107回へ減少し、

1人当たりのナースコール回数は6.3回から3.4回
へ減少した。

【考察】院内デイケアを導入した結果、看護業務面
でのマイナス面では患者誘導時間の増加や、デイケ
アを担当するスタッフを確保することにより、他業
務を担当するスタッフの負担が増加した事があげら
れる。プラス面で、食事の観察のし易さ、ナース
コールの減少、昼夜逆転傾向の改善により夜勤業務
負担の軽減があげられ、総合的にみるとプラス面が
大きかったと考える。

田中医師らは、「院内（1）デイケアの導入は活動的
な日常生活を支援する事で、認知症や廃用予防と、

  結果：参加者の活動性③ 
     ＮＭスケール項目別 

整理 関心 会話 記憶 見当識 
施行前 3.3 3.3 7.6 5.6 6.4

退院時 3.9 6.4 8.9 7.1 8.3

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

・７名すべての患者に 
 スケールの上昇がみられた 

 

・関心の上昇が３．１ポイント
と一番高かった 

結果:看護量① 
ナースコール数 

・ナースコール総数は 
 １４２回⇒１０７回へ 
 減少 
 
・１人当たりの 
 ナースコール回数が 
 ６、３回⇒ ３、４回へ 
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１人当たりのナー

スコール回数 
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結果：参加者の活動性④ 
離床時間 

院内デイケア開始前 
・食事はベッドサイド及びベッド上 
・自立歩行のみトイレ誘導 
・リハビリテーション施行は僅か 

院内デイケア開始後 
・朝・昼・晩のデイルームへ移動が加わった 
・３回×１時間の離床時間が増加    
            （１８０分程度の増加） 

院内デイケアを行なってのプラス面 
 食事時間を挟む事で摂取時の観察がしやすくなった 

 食事介助時、各部屋を回る時間が短縮された 

 昼夜逆転傾向が改善されたことで夜勤業務負担が軽減し
た 

 

院内デイケアを行なってのマイナス面 
 院内デイケアスケジュールにより看護量が一過性に多くな
った 

 

 
 

  結果：看護量② 
     スタッフアンケート 

考察 

マイナス面 プラス面 

プラス面のほうが大きかった 
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看護者の業務・精神的負担軽減に繋がる事が示唆さ
れる」と述べており、当病院でも院内デイケアを
行い効果がある事が示唆された。
実証するためのさらなる検証として、院内デイケア
不参加群との対象比較、看護量軽減、院内デイケア
の内容について取り組んでいきたい。
また、今回の院内デイケアで食事摂取状況の観察が
容易となった事や、NM スケール上昇により、食事
形態に対して患者側からの要求が増加した事などか
ら患者の摂食状況に応じた適切な食形態や環境調整
が容易になった事があげられる。
今後の課題として誤嚥予防に繋がることが期待でき
るので検証していきたい。

【まとめ】今回院内デイケアの実施はナースコール
回数の減少、離床機会の増加、ニコニコスケール、
NM スケールの改善に繋がり、社会的交流時間の獲
得、日常生活リズムの構築、入院中の QOL の向上
へとつながった可能性があると考える。
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実証するために更なる検証 
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