
― 565 ―

特別養護老人ホーム入所者の

早期再入院を抑制するために

～早期再入院危険因子の検討～

公立みつぎ総合病院 内科

尾下 豪人、松本 悠、渡辺 章文

公立みつぎ総合病院と老人福祉施設の連携
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当院は長年にわたり御調町における地域包括ケア
の中核を担ってきた。その一環として近隣の老人福
祉施設の入所者が病状悪化すれば当院で入院加療
し、改善すればすみやかに施設に戻るという連携を
とっており、高齢者を「住み慣れた地域で支える」
医療を実践してきた。

特別養護老人ホーム

• 当院内科の役割

• 内科医師による往診（週2回）

• 施設内での看取り

• 病状悪化時の外来・入院診療

特別養護老人ホームＡ 特別養護老人ホームＢ

特に特別養護老人ホーム（以下、特養と略す）と
は密な連携をとっており、内科医師による定期的な
往診、施設内での看取り、病状悪化時の加療などを
行っている。

問題点

• 入所者によっては入院加療を要する機会が多い。

• 軽快退院しても短期間で再入院となる患者も

少なからず存在する。

日々診療する中で感じる問題点として、特養入所
者は基礎疾患を多く抱える超高齢者であるため、当
院での入院加療を要する機会も多くある。それは仕
方ないとしても、せっかく軽快退院し、特養に戻っ
てもすぐに（極端な例では数日で）病状が悪化し、
再入院するという症例が少なからず見られた。

施設からの頻回入院がもたらす弊害

患者（入所者）

•身体機能低下

•環境変化によ
る認知機能低
下

家族

•経済的負担

•心理的疲労

施設

•減収

•業務負担増加

病院

•業務負担増加

•ベッドコント
ロールが困難
に。

 頻回入院は弊害が多い。

 再入院しやすい患者の特徴を明らかにできれば
なんらかの対策がとれるのでは？

このような頻回の入院は患者、家族、医療従事者
に様々な弊害をもたらす。患者にとっては身体機能、
認知機能の低下、家族にとっては経済的、心理的な
負担が考えられる。また施設にとっては減収、病院
にとっては業務負担の増加やベッドコントロールに
難渋することも考えられる。このように特養入所者
の頻回入院はいろいろな弊害をもたらすため、その
対策が必要と考えた。そのために、まず再入院しや
すい患者の特徴を明らかにすることにした。
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目的

特養入所者における
再入院のハイリスク期間およびリスク因子を

明らかにする。

本研究の目的は特養入所者における再入院のハイ
リスク期間およびリスク因子を明らかにすることで
ある。

• 当院が連携する特別養護老人ホームAの長期入所者。

• 2011年4月から2014年3月までに内科疾患で当院に新規入院し、軽快退

院・施設再入所した患者。

• 退院後1年間を対象期間とし、再入院状況を後方視的に調べた。

対象と方法

• 特養で死亡した患者。

• 他医療機関への入院を要した患者。

• 内科疾患以外での入院を要した患者。

除外規定（対象期間内に以下に該当した患者は除外）

対象と方法を示す。当院が連携している特養１施
設の長期入所者のうち、内科疾患で新規入院し、軽
快退院した患者を対象とし、退院後１年間の再入院
状況をレトロスペクティブに検討した。その間に施
設で死亡した方、他院あるいは内科以外での診療を
要した方は除外した。

結果

死亡退院
22人

軽快退院
72人

入院
94人

再入院あり
47人

1年間
follow up

2011年4月～2014年3月

再入院なし
25人

結果、４年間で94人が入院し、72人が軽快退院さ
れ、特養に再入所となった。その後１年間のフォロー
アップ期間で47人（65%）が再入院していた。
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1年以内再入院（65 %）
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早期再入院症例
と定義

再入院までの期間を示す。全体の65%が１年以内に
再入院したが、特に退院後はじめの１ヶ月以内に
22%、２か月以内に35%と、退院後２ヶ月以内に再
入院が集中しており、これを再入院ハイリスク期間
とし、この期間に入院した患者を早期再入院症例と
定義した。

早期再入院症例の臨床的特徴

男性 年齢
入院
日数

抗菌薬
日数

脳血管
障害

心不全 糖尿病
経腸
栄養

内服薬

数

早期再入院
25人 28% 87.9 32.1 12.0 52% 36% 16% 48% 5.0 

その他
47人 23% 89.3 19.3 9.1 47% 43% 13% 17% 3.6 

P値 0.7767 0.4668 0.0050 0.0921 0.8053 0.6166 0.7302 0.0114 0.0837 

入院期間が
長い

経腸栄養が
多い

内服薬数が
多い

２ヶ月以内に再入院した症例の臨床的特徴を調べ
るためにその他の患者と各因子を比較したところ、
早期再入院例では入院日数が有意に長く、経腸栄養
の割合が高いことがわかった。また有意差はないも
のの早期再入院例では内服薬数が多い傾向にあっ
た。性別、年齢、基礎疾患には差はなかった。

入院時検査

白血球 CRP 血小板 ｱﾙﾌﾞﾐﾝ

早期再入院
25人

11720 6.8 21.2 3.06 

その他
47人

10564 9.1 22.8 3.18 

P値 0.3209 0.2599 0.4600 0.3547 

早期再入院症例の臨床的特徴

また初回入院時検査データから炎症反応として白
血球、CRP、栄養状態の指標として血小板、アルブ
ミンを比較したが、両群に差は認めなかった。
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疾患別の傾向（感染症のみ）

計
早期再入院症例

（同一疾患での再入院）
早期再入院率

(%)

呼吸器感染症 43 15（14） 34.9 
尿路感染症 9 4（3） 44.4 

軟部組織感染症 9 2（0） 22.2 
消化器感染症 3 0 0.0 
その他感染症 1 0 0.0 

全体 65 21 32.3 

尿路感染症の患者は退院後早期再入院率が高かった。

疾患別の比較では尿路感染の患者で早期再入院率
がやや高い傾向にあった。

結果のまとめ

• 退院後2ヶ月間は再入院のハイリスク期間

• 早期再入院リスク因子

長期入院

経腸栄養

内服薬数？

尿路感染症？

結果のまとめ。退院後２ヶ月間が再入院ハイリス
ク期間だった。早期再入院のリスク因子として、長
期入院、経腸栄養が考えられた。また今回の研究で
は有意差はないものの、内服薬数や尿路感染もリス
ク因子の可能性が示唆された。

想定される症例

•特養入所中の90歳代・女性。

•認知症、脳梗塞後遺症により、ADL全介助。胃瘻造設状態。

•腎盂腎炎の診断で約2ヶ月間の当院入院加療。

•軽快し、退院と特養再入所が決定した。

早期再入院しやすい典型例

早期再入院のリスクを下げるために

何ができるだろうか？

今回得られた結果を実際の臨床現場にどうやって
活用していくかを考えた。モデルケースとして以下
のような症例を想定した。

特養入所中の90歳代・女性。認知症、脳梗塞後遺
症により、ADL全介助、胃瘻造設状態。腎盂腎炎
の診断で約２ヶ月間の当院入院加療を要したが軽快
し、退院と特養再入所が決定した。

さきほどの結果でリスク因子と考えられた要素を
黄色文字とした。早期再入院しやすいと思われる典
型症例といえるが、このような患者において早期再
入院のリスクを下げるためにどういった工夫ができ
るかを考えた。

対応例

退院前にできること（病院）

•抗菌薬使用状況、尿
培養結果、退院時の
尿性状の申し送り。

退院後にできること（特養）

•退院後2ヶ月間は

慎重に回診。
•尿の性状チェック、
必要なら尿検査。

•早めの抗菌薬投与。

早期再入院の抑制につながる？

まず退院前に病院でできることとしては、抗菌薬
使用状況や尿培養結果、尿性状の申し送りをしっか
りすること。また特養に帰ってからできることとし
て、特に２ヶ月間のハイリスク期間の間は、往診時
に尿性状チェック、必要なら尿検査を行い、問題が
あれば早めに内服抗菌薬を投与する。こういった対
応により、早期再入院をある程度抑制できる可能性
がある。

結語

•連携する特養入所者において、早期再入院のハイリ

スク期間とリスク因子の検討を行った。

•得られた結果を施設との連携に活かし、地域包括ケ

アシステムのさらなる充実を目指したい。

結語。連携する特養入所者において、早期再入院
のハイリスク期間とリスク因子の検討を行った。得
られた結果を施設との連携に活かし、地域包括ケア
システムのさらなる充実を目指したい。




