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研究成果の概要（和文）：社会的入院とは、医療の必要性が低いにも関わらず、介護施設や家族の介護力の不足、医療
機関側の都合などにより、退院せず入院を継続することである。対象は一般病床と療養病床に入院する65歳以上の者で
ある。推計期間は1996〜2008年である。社会的入院の費用は、1996年の4,228億円から2002年の6,684億円まで上昇した
後減少に転じ、2005年から2008年にかけては5,999億円から3,911億円へと大きく減少した。2005年から2008年にかけて
の社会的入院の費用減少の大半は療養病床で生じ、それは厚生労働省による療養病床の再編によるものである。

研究成果の概要（英文）：Social hospitalization is the unnecessary inpatient service use caused by a
shortage of long‑term care services or family caregivers. The study aim is to clarify the temporal
transition in nationwide social hospitalization.
Inpatients aged 65 or older in general and long‑term care beds from 1996 to 2008 were the focus of the
study. The cost of social hospitalization increased from 422.8 billion yen in 1996 to 668.4 billion yen
in 2002. After this, the cost started to decreased from 599.9 billion yen in 2005 to 391.1 billion yen in
2008. Most of this decrease was in long‑term care beds, which was triggered by the reorganization of
long‑term care beds by the Ministry of Health, Labor and Welfare.
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