
道南医学会ジャーナル第 2 号 

道南医ジ 2:21 

第71回道南医学会大会一般演題 

回復期リハビリテーション病棟における独居退院及び同居退院に関

連する因子 ―FIMを運動項目と認知項目に細分化した検討― 
 

社会医療法人仁生会 西堀病院 リハビリテーション課 ○木 村 優 斗・村 上 正 和 

    同     診療部         三 浦 一 志         

 

【要旨】 

 回復期リハビリテーション病棟において独居退院および同居退院に関連する因子について FIM を用いて検討し

た。対象は当院回復期リハビリテーション病棟に入退院し，入院前自宅で生活を送っていた126例である。対象者

転帰先別に独居群，同居群，非自宅群の3群に分類し，患者属性，入退院時のFIMを比較した。126名のうち独居

群は28名，同居群は72名，非自宅群は26名であった。3群間ではいずれの項目においても有意差が認められた。

さらに独居退院か否か，自宅退院か否かを従属変数とし，入院時のT-FIM，M-FIM，C-FIMを独立変数としたロジス

ティック回帰分析をそれぞれ行った結果，C-FIMが抽出された。独居，同居かを検討する上でM-FIMだけに着目す

るのではなくC-FIMも考慮した検討が今後は必要であることが示唆された。 
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【はじめに】 

 回復期リハビリテーション病棟協会における回復期

リハビリテーション病棟(以下，回リハ病棟)のあり方，

指針では回リハ病棟は自宅・地域・学校や職場での生

活などへの復帰を目標とし，入院前の患者の暮らしや

価値観を尊重しながら必要な課題に対し，多職種で患

者主体の具体的な調整・支援をしなければならない 1)

としており，臨床場面においても多くの患者や家族が

在宅復帰することを希望し，目標としている。先行研

究で，在宅復帰には日常生活活動(Activities of 

Daily Living：以下，ADL)の自立度が大きく影響する

ことが数多く報告されている 2-4)。しかし，これらの多

くの報告は運動項目(FIM-Motor：以下，M-FIM)の合計

点や FIM 合計点で検討しており，M-FIM と認知項目

(FIM-Cognitive：以下，C-FIM)に分けた検討はなされ

ておらず，転帰先の決定にはM-FIMと C-FIMどちらの

関連性が強いかは明らかになっていない。本研究の目

的は，各転帰先に関連する因子を M-FIMと C-FIMに細

分化して検討し，転帰先の決定にどちらの関連性が強

いかを明らかにすることである。 

 

【方法】 

1．倫理的配慮 

 本研究は所属機関における倫理審査委員会の承認後

(2018-15)，対象者に書面にて同意を得たうえで実施し

たものである。 

2．対象 

 本研究は後ろ向き調査である。対象者は2016年2月

～2018年7月の間で当院回リハ病棟を入退院した患者

のうち，病前の居住場所が施設または病院である場合

と急性増悪による退院である場合を除いた 126名であ

る。対象者の内訳は男性 39名，女性 87名，平均年齢

77.5歳であり，運動器疾患患者が103名，脳血管疾患

患者が23名であった。 

3．調査項目 

 患者属性として①年齢，②退院先(独居/同居/非自

宅)，③ADLの指標として入退院時の機能的自立度評価

表(Functional Independence Measure：以下，FIM)と

し，すべての情報をカルテから収集した。FIMは合計点

(FIM-Total：以下，T-FIM)，M-FIM，C-FIMに分けて集

計した。 

1)FIM 

 FIMは対象者の「しているADL」がどの程度自立して

行われているかを日常生活の観察により測定する評価

法である。運動項目 13項目と認知項目 5項目の計 18

項目からなる。運動項目はセルフケア：食事，整容，

清拭(入浴)，更衣(上半身)，更衣(下半身)，トイレ動

作，排泄コントロール：排尿管理，排便管理，移乗：ベ

ッド・椅子・車椅子，トイレ，浴槽・シャワー，移動：

歩行・車椅子，階段の 4つに大別され，認知項目はコ

ミュニケーション：理解，表出，社会的認知：社会的

交流，問題解決，記憶の 2つに大別される。FIMの 18

項目は，すべて 7(自立)～1 点(全介助)の 7 段階であ

り，合計18点～126点で採点する 5)。 

4．統計解析 

 対象者を独居群，同居群，非自宅(以下，非自宅群)
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の 3 群に分け，3 群間の比較には一元配置分散分析及

び多重比較検定(Tukey法)を用いた。さらに，対象者を

自宅群(独居群＋同居群)と非自宅群，独居群とそれ以

外(同居群＋非自宅群)の 2群に分け，それぞれを従属

変数とし，入院時の T-FIM，M-FIM，C-FIMを独立変数

とするロジスティック回帰分析を行った。統計ソフト

にはSPSS22.0を用い，危険率5%未満を有意とした。 

 

【結果】 

1．群間比較 

 3群間の患者属性および評価結果を表1に示す。126

名のうち独居群は 28名，同居群は 72名，非自宅群は

26名であった。3群間ではいずれの項目においても有

意差が認められた。 

2．ロジスティック回帰分析 

 自宅退院か否かを従属変数，入院時のT-FIM，M-FIM，

C-FIM を独立変数としたロジスティック回帰分析を行

った。有意に影響を与える因子として抽出された項目

を表 2 に示す。抽出されたのは C-FIM(P<0.01)であっ

た(R2=0.30，P<0.01)。また，独居退院か否かを従属変

数，入院時の T-FIM，M-FIM，C-FIMを独立変数とした

ロジスティック回帰分析の結果を表 3に示す。抽出さ

れたのは自宅退院か否かと同様に C-FIM(P<0.01)が選

択された(R2=0.16，P<0.01)。 

 

【考察】 

 今回，各転帰先に関連する因子を M-FIMと C-FIMに

細分化して検討し，転帰先の決定にどちらの関連性が

強いかを検討した。まず転帰先別に独居群，同居群，

非自宅群の 3群に分けて比較した結果，非自宅群に比

べ独居群，同居群の自宅群は入退院時のT-FIMとM-FIM

が有意に高い結果となった。ADL の自立度が転帰先に

影響するという事実は数多くの先行研究で挙げられて

おり，辻ら 2)はM-FIM合計が40点を超えると自宅復帰

の可能性が高まり，50点～60点は介護者が必要であり，

70点を超えるとセルフケア自立群となり介護者は不要

となる傾向があることを挙げており，また伊藤ら 6)は

退院時合計 FIMが高いと自宅退院を促進すると報告し

ている。本研究では整形疾患を加えても先行研究や昨

年と類似した結果が得られたため独居群，同居を検討

する上で ADLの自立度に着目することの重要性が再確

認された。 

 ロジスティック回帰分析で C-FIMが抽出されたこと

から，自宅か否かを検討する場合においても，独居か

否かを検討する場合においても入院時のデータでは認

知機能が特に関連していることが示唆された。白石ら
7)は認知項目が ADL の改善が困難であると報告してお

り，Hashimotoら 8)は認知症高齢者の在宅への退院の要

因として認知機能が比較的保たれていることを挙げて

いる。本対象群においても同様に認知機能が転帰先の

決定に重要な因子として選択されたと考える。また，

C-FIM を平均値で見ると独居退院が 31±3.9 点，同居

退院が28.9±6.4点，非自宅退院が21±6.9点であっ

たことから，同居で退院するためには20点後半の能力

を有していること，独居退院では30点以上の能力を有

していることが目安と考える。以上のことから，独居，

同居かを検討する上で M-FIMだけに着目するのではな

く C-FIMも考慮した検討が今後は必要であると考える。

一方で，臨床場面において ADLの自立度は高いが家庭

環境によって転帰先が対象者の意思とは異なる場合も

多く経験する。先行研究において転帰先に影響を及ぼ

す要因として ADL能力だけではなく家庭や施設環境，

介護者の有無や家族構成人数などの社会的要因も関連

する 9-10)と報告されていることから今後は FIM のみな

らず退院先の介護環境も考慮した検討が必要と考える。

なお本研究に際し利益相反関係にある企業等はない。 
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表1 3群間の患者属性および評価結果の比較 

 独居(n=28) 同居(n=72) 非自宅(n=26) P value 
年齢(歳) 77.4±10.4 74.7±13.6 85.3±7.4 <0.01 
入T-FIM(点) 78.4±14.2 72.7±21.7 52.2±16.3 <0.01 
退T-FIM(点) 111.5±11.8 102.7±23.0 71.2±26.0 <0.01 
入M-FIM(点) 46.5±12.4 43.8±17.0 30.5±11.8 <0.01 
退M-FIM(点) 78.2±9.6 71.7±17.9 48.3±21.4 <0.01 
入C-FIM(点) 31.9±3.9 28.9±6.4 21.7±6.9 <0.01 
退C-FIM(点) 33.3±3.3 30.9±6.0 22.9±6.8 <0.01 

 

表2 自宅群(独居群＋同居群)と非自宅群を従属変数，入T-FIM，入M-FIM，入C-FIMを独立変数としたロジ

スティック回帰分析(変数増減法) 

 P value オッズ比 95%信頼区間 
C-FIM <0.01 1.18 1.10-1.27 
R2=0.30 <0.01   

 

表3 独居群とそれ以外(同居群＋非自宅群)を従属変数，入T-FIM，入M-FIM，入C-FIMを独立変数としたロ

ジスティック回帰分析(変数増減法) 

 P value オッズ比 95%信頼区間 
C-FIM <0.01 1.17 1.06-1.29 
R2=0.16 <0.01   

 

 


