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抄録

本研究の目的法，通所系サービスを 27施設において 1年間継続して利用している 41名の高齢者のサーゼス

内容(レクワエーション活動を含む)に対する満足感の実態と利用者の利用継続意思 性別 及び精神的健壊

との関連を明らかにすることであった。最も満足惑のあるサーピスは， I入浴J86.8 %で，次いで「ワハピ 1)J 
83.3 %， I食事J82.9 %， I送迎J82.1 %， Iレクリエーション全体J81.1 %， I健康チヱツクJ69.4 %であった

また，最も多く利用し満足しているレクリエーション活動内容は「利患者同士のおしゃべりJ79.5 %であったし

食事を「楽しみjとしている対象者に，今後も通所系サービスを継続利用する意思が有意にあることが明らカ

になった (p= 0.028)。また，レクリエーション活動内容では「小集団で行う創作活動Jにおいて，男性よりも

女性が有意に楽しみと感じていた (p= 0.027) 0 精神的健震については，利用 3ヶ丹時と 1年時における得点、変

化を比較した結果 有意差は認められなかった。利用者のニーズや性差を考麗してサービス内容を充実させて

いくことほ，高齢者の在宅生活を支援するための重要な検討事項であることが示された。
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I 緒言

通所 1)ハピワテーション 通所介護などの通所系サ

ービスは，分護保険のもとで 2000年 4月より開始さ

れた。これらのサービスは，高齢利用者の身体的，精

神的，および社会的機能の維持，増進を自指す一方で，

分護者の分護負担の軽減も担っており，高齢者の在宅

生活を支えるための重要なサービスである O

通所系サーピスが提供しているサービス;こ誌，送迎

サービス，介護サービス，入浴サービス，給食サービ

ス，健豪チェック，ワハピ 1)テーションなどのサーど

ス内容があるが，その中でも，特に，入浴，食事，レ

クリエーションなどのサービスは 多くの高齢者が利

用しており，それだけに長期潤用に影響を与える重要

なサービス内容であると患われる。従って，在宅にお

いて高齢者が通所系サーゼスを長期間利用できるよ

う，通所系サービス内容の質の向上に努めることは，

今後もますます必要である。

通所系サービスに関する研究には 介護者または利

用者を対象としたものがある。介護者側に視点を置い

たものでは，介護サービスを受けることによる分護負

担の軽減1)や変化 2) について分護家族の意識及び実

態を謂査した研究家族を対象とした通所系サービス

に対する受け止め方に関する研究 3) また，通所サー

ビス利用高齢者の家族に対して情緒教育的支援を行

い，介護負担軽減の効果を検証した研究 4) などがあ

るO 一方で、，利用者側の視点、では 高齢者の通所サー

ビスへの参加行動に影響を与えている要因とデイサー

ビス利用促進に向けての課題について検討している研

究5¥利用者を対象としたデイサービスに対する満足

度の構成要留に関する研究 6) がある。しかし，利用

者の満足感について検討している研究は誌とんどな

~ )0 

そこで本研究では 通所系サービスの利用促進に向

け，サービス内容に対する通所系サービス利用者の満

足感の実態と務用者の利用継続意志，性別，及び精神

的鍵康との関連を明らかにすることを目的とする。

豆 用語の定義

本研究では，広辞苑第 5販 7) に基づき， r楽しLリ

を「満足で愉快な気分Jである状態を表わすと捉え，

「楽しみjを「満足感jの得られている状態と定義し

た。

亘研究方法

1 研究対象

F県内の通所リハビリテーション 11施設，通所介

護 16施設の合計 27施設において 通所系サービスを

1年間継続して利用している 65義以上の高齢者で，

調査への毘意が得られた方を対象とした。

2 調査内容および方法

構成的質問紙を用いて 個別面接を行った。質問内

容は以下の通りである O

1)サービス内容およびレクリエーション活動内容

①サービス内容 6項目 r入浴J，r食事J，r送迎J，
fワハゼ 1)J， r健康チェックJ，rレクリエーショ

ンj

②レクワエーション活動内容 10項目 r身体を使

うゲームJ，r頭を使うゲームJ，日、集留で行うゲ

ームJ，r小集団で行う創作活動J，r音楽を楽しむ

活動J，r吾楽に合わせて身体を動かすJ，r生活に

関する活動J，r利活者同士のおしゃべりJ，r宗教

活動J，r外へ出かける活動j

①および②に対しての満足感を，楽しみ，楽しみで

ない，どちらでもない，の 3段階で調査を行なっ

た。

2)精神的健康尺度 (PGCモラールスケール) 8) 

通所系サーゼス開始持点 及び利用継続3ヶ月時

点， 1年時点、において測定し 3ヵ月時から 1年

時り変化植を分析対象とした。乙れ;ま，西下ら 9)

は特養の入所者を対象とした縦断研究において，

3ヶ月を越えた頃から PGC得点が有意に上昇し，

適応が進むと述べているため 本研究でも 3ヶ月

以語は適誌、期間と考えたためで品る。本スケール

は「満足惑を持っているj状態を測定する尺度で

あり，サービス内容に対する満足感を灘定する尺

度として用いた。

3)利用継続意患:あり なしで調査した。サービス

内容に対する満足度が利用者の生の声として利用

継続に直接反映される項巨であると考え聴取を仔

なった。

4) 基本属性ほか:年齢，性別などの属性，利用して

いる施設の撞類について，通所記録または，施設

職員から清報収集を行った。性別は利用者の習d費

や晴好が特に満足惑に影響する要因の 1つである

と捉え，本訴究における検討要因とした。

3 寵査期爵

調査期間は，平成 2003 年 11 月~ 2004年 11月にお

いて，利用開始時，利用 3ヶ月後，利用 1年後に調査

を実施した。

4 分析方法

利用 3ヵ月後から 1年後における鋼人間の PGCモ

ラールスケーんの変化値から 得点の維持および土昇

の見られた群を維持・上昇群 得点、が下降した群を下

降群とし，それぞれを性別に分けて Fisherの直接確率
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計算を行なった。

サービスの利用状況と楽しみ(謁足感あり〉なサー

ビス内容については，調査項目ごとに単純集計を行い，

謂査内容の各項目の基礎統計量の集計を行なった。サ

ービス内容に対する満足感と精神的縫康および利用継

続意志との関連，レクリエーション活動内容に対する

満足感と性別との関連については Fisherの蓋接確率

計算を行った。なお，データ分析には，統計ソフト

SPSS (Ver.12.0) を用い有意水準は 5%以下とし

た。

5 倫理的配震

対象者と家族および施設識員に対して，研究の目的，

および方法を説明し，同意を得られた場合のみ，調査

を行った。また，本研究以外の目的でデータを授用し

ないこと，得られた情報誌統計処理を行い鋼入が特定

できないようにすること 諜査への参加は自由意志で

るり，いずれの経過においても拒否をすることができ

ること，拒否をした場合において決して不利益を被る

ことがないことを口頭および書面にて説明し，同意を

得た上で調査を開始した。

U 結果

1 対象者の属性と稽持的健康の得点変化

初回謡査時の対象者は 85名であり，利用 3ヵ月後

謂査においては 71名であった。しかし， 1年後には

通所系サービスの中断者が 44名であり，最終的に 41

名が調査対象となった。中断の理由としては，死亡，

施設への入所，入院，他サービスの利用，在宅療養な

どがあった。

対象者の性涜は女性 29名 (70.7%に男性 12名

(29.3 %)で為った。また 対象者の年齢は 66~ 99 

歳であり，平均年齢は 82.0歳 (SD=7.3)であった。

精神的健壌については利用 3ヶ月時と 1年持におけ

るPGCモラールスケーんの得点変化の比較を基に，

得点維持・上昇群と得点下降群の 2群に分類し，検証

した(表1)0 その結果有意差が認められなかった。

表 1 対象者の糧神的鍵康

PGC得点
対象者 (N二 41)

P {I痘
男性 12名 女性 29名

上昇・維持群 8 (66.7%) 25 (86.2%) 0.202 

下降群 4 (33.3%) 4 (13.8%) 

2 サービスの利用状況と楽しみ(溝足感あり)な

サービス内容

通所サービス 1年継続利用者 41名が利用している

レクリエーション活動を含むサービスの利用件数は，

「入浴J38名 (92.7 %)， r食事J41名 (100弘)， 

「送追J39名 (95.1%)， rリハビリJ18名 (43.9%に

「鑓濠チェックJ36名 (87.8%)， rレクワエーション」

37名 (90.2 %)であった。また レクリエーション

活動内容それぞれについては 「身体を慎うゲーム

(風船バレー・輪投げ競技など汁 37名 (90.2%) ， 

「頭を使うゲーム(連想ゲーム・クイズなど)J34名

(82.9 %に f小集団 (2~ 4人程度)で行うゲーム

(囲碁・将棋・花札・トランプなど)J 12名 (29.3%に

「小集団で行う創作活動(書道・ぬりえ・おりがみ・

手芸など)J24名 (58.5%)， r音楽を楽しむ活動(カ

ラオケで歌うこと・昔の流行歌を開くこと )J31名

(75.6 %に「音楽に合わせて身体を動かすこと(リズ

ム体操・ラジオ鉢操・踊り)J34名 (82.9%に「生活

に関する活動(料理・園芸ー土いじり・化粧などけ

10名 (24.4%に「利用者同士のおしゃべり J39名

(95.1 %)， r宗教活動(読経・写経など )J14名

(34.1 %に f外ヘ出かける活動(外出・散歩・買い物)J

23名 (56.1%)で為った。

サービスを利用している対象者が最も f楽しみjとし

ているサーゼスは 「入浴j利用者 38名中 33名

(86.8 %)で，次いで「リハビ 1)J利用者 18名中 15

名 (83.3%に「会事」利用者 41名中 34名 (82.9%) ， 

f送迎j利患者 39名中 32名 (82.1%に「レクリヱー

ションj利用者37名中 30名 (81.1%)， r健豪チェッ

ク」利用者 36名中 32名 (69.4%)であった(図1)0

また，最も多く利用し「楽しみjとしているレクリエ

ーション活動内容は 「利用者同士のおしゃべりJ利

用者 39名中 31名 (79.5%)であり，次いで， r頭を

使うゲーム」利用者 34名中 30名 (88.2%に f身体を

使うゲームj利男者 37名中 27名 (73.0%)であった

(図 2)0

門

iAA --



人間と科学 県立広島大学保健福社学部誌 7(1) 145 - 153 2007 

健康チェック
(N=36) 

レクリエーション
(N=37) 

送迎麟
(N=39) 

図楽しみ

食事
(N=41) 

リハビリ
(N=15) 

入浴
(N=38) 

E 楽しみ・どちらでもない

0% 

商戸出

襲撃欝鶴鱒鶴

務翻繭閑閑繭

20% 

繍藤纏纏鰭灘盤機織鱗轍 30.6% 

号摘。勉醗税制活

恥噂輔
初醐抑留J醸額擁藤鵜 17.9% 

17.1% 

職難鶴鱗鱗議欝欝襲纏欝麓鱗 16.7%

蝿極

40% 60% 80% 100% 

図 1楽しみ{満足感あり)なサービス内容

生活に関する活動 (N=10)醸麟鞠機騒轍麟麟轍鱒鱗離職鱗鱗轍醐盤側鱗纏擁護麟麟難麟麟輔麟麟撃機器

外へ出かける活動 (N=23)麟儲鶴鰯轍麟覇髄擁纏鞠醸鱒麟麟欄 離覇鞠穣鶴鶴鶴鶴鶴翻轍醸額融譲鞠亙.31

音楽を楽しむ活動 (N=31)纏覇欝翻繭 J麟欄繍麟繍鶴鱗麟離鰯欝蹴鞠震議鰯擁纏鱗翻翻藤麟纏議鞠麟擁醐麟翻 9.7 I 

頭を使うゲーム(体制覇観樹轍輔擁擁纏羅幅i

小集団で行うゲーム (N=12)露離競翻欝鱗離鱗議纏雛麟盤機麟離警護

手IJ用者向士のおしゃべり(N=39)鱗諸島慨

音楽iこ合わせて身体を動かす 4糊糊柳欄側部制

(N=34) 

小集団で行う創作活動(体24)鞠翻 脇陣

身体を使うゲーム (N=37)

宗教活動 (N=14)~審議費麟

。%

童書楽しみ

ロ楽しくない・どちらでもない

島棚

盟趨雲監

叩謹盤

問欄

20% 

20.5 

盤盤盤離職鰭盤調 27.0 

轍麟鱗趨饗纏鶴 42.9 

40% 60% 80% 100% 

函 2 楽しみ(溝足感あり)なレクリ工ーション内容

3 サーゼス内容に対する満足感と利用継続意思との

関連

表 2はサービス内容に対する講足感と利用継続意思

との関連を示す。サービス内容 8項目 lこ対する満足惑

と利用継続意思との関連を検証した結果，食事を「楽

しみ」としている利男者に，今後も通所系サービスを

継続利用する意思が脊意にあることがわかった

(P=O.028)。また その他のサービス内容と利用継続

意思においては，有意差は認められなかった。

4 レクリエーション活動内容に対する溝足感と性部

との関連

表 3は，レクリエーション活動内容に対する満足感

と性別との関連を示している O レクリエーション活動
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表2 サービス内容に対する満足惑と利用継続意思との関連

サービス内容 継続恵思あり 継続意思なし p 1U亘

入諮 (N=38) N=33 N=5 

楽しみ 28 (84.8%) 5 (100%) 1.000 

楽しくない・どちらでもない 5 (15.2%) 0(0%) 

金事 (N=41) N=36 N二5

楽しみ 32 (88.9%) 2 (40.0%) 0.028 

楽しくない・どちらでもない 4 (11.1 %) 3 (60.0%) * 
送迎 (N二39) Nニ34 N=5 

楽しみ 28 (82.4%) 4 (80.0%) 1.000 

楽しくない・どちらでもない 6 (17.6%) 1 (20.0%) 

リハピリ (N=18) 民=14 N=4 

楽しみ 12 (85.7%) 3 (75.0%) 1.000 

楽しくない・どちらでもない 2 (14.3%) 1 (25.0%) 

鑓京チェック(討二36) Nニ31 N=5 

楽しみ 22 (71.0%) 3 (60.09も) 0.631 

楽しくない・どちらでもない 9 (29.0%) 2 (40.0%) 

レクリエーション (N=37) N=33 N=4 

楽しみ 27 (81.8%) 3 (75.0%) 1.000 

楽しくない・どちらでもない 6 (18.2%) 1 (25.0%) 

*むく0.05

表 3 レク IJエーシ三ン活動内容に対する満走惑と性自との関連

レクリヱーション活動内容 男性 女性 p {i直

身{本をf吏うゲーム N=37 討二10 N=27 

楽しみ 6 (60.0%) 21 (77.8%) 0.407 

楽しくない・どちらでもない 4 (40.0%) 6 (22.2%) 

頭を{吏うゲーム N二34 N=8 N=26 

楽しみ 7 (87.59る) 23 (88.5%) 1.000 

楽しくない・どちらでもない 1 (12.5%) 3 (11.5%) 

小集冨で行うゲーム N=12 N=4 N二8

楽しみ 3 (75.0%) 7 (87.5%) 1.000 

楽しくない・どちらでもない 1 (25.0%) 1 (12.5%) 

小集屈で行う創作活動 N=24 N=7 N=17 

楽しみ 3 (42.9%) 16 (94.19る) 0.014 

楽しくない・どちらでもない 4 (57.1 %) 1 (5.9%) * 
晋楽を楽しむ活動 N二31 N=7 N=24 

楽しみ 6 (85.7%) 22 (91.79る) 0.550 

楽しくない・どちらでもない 1 (14.3%) 2 (8.3%) 

音楽に合わせて身体を動かす 珂二34 N=11 N二23

楽しみ 10 (91.0%) 17 (73.9%) 0.384 

楽しくない・どちらでもない 1 (9.0%) 6 (26.1 9る)

生活に関する活動 N=lO N=2 N二8

/ 楽しみ 2 (100%) 8 (100%) 

楽しくない・どちらでもない 0(0%) 0(09も)

手目沼者同士のおしゃべり N=39 民二10 子~=29

楽しみ 7 (70.0%) 24 (82.8%) 0.399 

楽しくない・どちらでもない 3 (30.0%) 5 (17.2%) 

宗教活動 N二14 N二4 N=10 

楽しみ 2 (50.0免) 6 (60.0%) 1.000 

楽しくない・どちらでもない 2 (50.0%) 4 (40.0%) 

外へ出かける活動 N二23 N=5 N二18

楽しみ 5 (100%) 17 (94.4%) 1.000 

楽しくない・どちらでもない 0(0%) 1 (5.6%) 

*pく0.05
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内容「身体を使うゲームJ，I頭を使うゲームJ，I小集

団で行うゲームJ，日、集冨で行う製作活動J，I音楽を

楽しむ活動J，I音楽に合わせて身体を動かすJ，I生活

に関する活動J，I利用者同士のおしゃべりJ，I宗教活

動J，I外ヘ出かける活動」に対する満足感と性別との

関連を検証した結果 レクリエーション活動 10項目

のうち吋、集団で行う創非活動jにおいて，男性より

も女性が有意に楽しみと惑じていたことが明らかに右

った (p=0.027)。その弛のレクリエーション活動と性

別においては，有意差法認められなかった。

5 サービス内容に対する溝足感と精神的鍵震との関連

表 4はサービス内容に対する満足感、と請神的健康と

の関連を示す。サービス内容に対する満足感と精神的

健康との関連を検証した結果 全ての項自において有

意差が認められたものは立かった。

表 4 サービス内容に対する満足感と精神的健康との関連

サービス内容 PGC上昇・維持群 PGC下誇群 p値

入諮 (N=38) Nニ30 N=8 

楽しみ 27 (90.0%) 6 (75.0%) 0.279 

楽しくない・どちらでもない 3 (10.0%) 2 (25.0%) 

会事 (N=41) N=33 N=8 

楽しみ 29 (87.9%) 5 (62.5%) 0.120 

楽しくない・どちらでもない 4 (12.1 %) 3 (37.5%) 

送迎 (N二39) N=32 Nニ7

楽しみ 27 (84.4%) 5 (71.49も) 0.369 

楽しくない・どちらでもない 5 (15.6%) 2 (28.69る)

リハビリ (N=18) N=15 N=3 

楽しみ 13 (86.7%) 2 (66.7%) 0.442 

楽しくないーどちらでもない 2 (13.3%) 1 (33.39も)

健蔑チェック (N=36) N=29 N=7 

楽しみ 22 (75.9%) 3 (42.99る) 0.167 

楽しくない・どちらでもない 7 (24.1 %) 4 (57.1 %) 

レクリエーション (N二37) Nニ31 N=6 

楽しみ 25 (80.6%) 5 (83.3%) 0.685 

楽しくない・どちらでもない 6 (19.4%) 1 (16.79る)

V 考察

1 サービスの利用状況と楽しみ(瀧足感あり)なサ

ーゼス内容の実慈について

サービス内容 6項自に対する満足感の実態では，利

用者の 7割以上がこれらのサービス内容に満足してい

ることがわかり，今後も同様のサービスが提供されて

いくことが望まれる O レクリエーション活動内容につ

いては， 10項目の利用件数中 「小集団 (2-4人程

度〉で行うゲーム(囲碁・将棋・花札・トランプな

ど)J， I生活に関する活動〈料理・冨芸・土いじり-

f七蛙など)J， I宗教活動(読経・写経など)Jの3項目

では，利用者はわずか 20- 30 %であったのに対して，

その勉 7項目において法 60-90%の利用率であっ

た。しかし全体では， 20 - 90 %とばらつきがあり，

レクリエーション活動は 食事や送迎サービスなどの

ように，ほとんどの利用者が利男するサービス内容で

はなく，体調や気分に定、じて利用したり，また， f罰人

の晴好や趣味に影響を受けたりしやすいことが考えら

れた。また，上述のように， I生活に関する活動J，
「小集団で行うゲームJ，I宗教活動Jの 3項巨は，利

用率がわずか 20- 30弘であり 「宗教活動jの項目

については， 57.1 %の満足感であった。または「どち

らでもなLリと回答していた。サービス内容に対する

満足感についての実態調査に関する先行研究は見当た

らず¥比較検討をすることはできないが，本研究の結

果から，今後，これらのレクリエーション内容を見査

し，利用者のニースゃに合ったレクリエーション活動で

あるのか検討していく J必要があることが示唆された。

その一方で，その他の 7項自のレクワエーション活

動内容に対しては 約半数の利用者が「楽しみjと惑

じていた。 f利用者同士のおしゃべりjをして交流を

図ることや， I頭を使うゲームJI音楽に合わせて身体

を動かすことJI身体を使うゲームJI外へ出かける活

動jなど頭や体を梗ったレクワエーション，また，

「音楽を楽しむ活動JI小集団で行う創作活動jなどの

ハUFhd 
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ように，惑性を豊かにすることに関するような活動で

は，比較的利用者の満足惑の得られるレクワエーショ

ンであることがわかった。

2 サービス内容に対する溝定感と継続意思聖及び性

別との関連について

サービス内容に対する溝足感と利用継続意思，およ

び性別との関連から 「食事」が利用継続のための大

きな要因となっていることが明らかになった。先行研

究では，サーピス内容そのものに関する利用者の満足

感を報告しているものは廷とんど皆無であり，本研究

の結果から，食事法利用者の全員が和用している重要

なサービス内容で毒り 食事のサービスをより工夫し

ていく必要があるという貴重な結果を得ることが出来

た。また，本研究の結果では，女性の利用者は男性よ

りも有意に多かったことから これは女性の意向の表

れでもあると考えると，今後は男性の晴好も考慮した

食事内容も取り入れていく必要がある。

レクリエーション活動内容に対する満足感と性別と

の関連では，日、集団で行う製作活動」について，女

性は男性よりも満足していた。しかしその一方では，

男性は半数以上も女性よ与も楽しくないと感じるレク

リエーション活動内容であった。性差を考麗してレク

1)ヱーション活動を分摂している研究はほとんどな

く，本研究から得られた結果は，男性の晴女子を反映し

ている結果であると捉えると 「小集団で行う創作活

動jについても，男性に対するレクリエーション活動

内容の検討が必要であるとL寸示唆を得ることができ

た。また，荒深 10) によると 「創作活動を行なう」こ

とは， r惑笠を豊かにするjレクワエーション活動で

あるとしているが，そのように捉えると，本研究結果

から誌，女性高齢者は感性を豊かにする活動を好み，

男性はあまり好まない傾向が為ると言える。

3 サービス内容に対する溝足感と靖持的健豪との関

連，及び本研究の摂界について

本研究では，科用者が満足の行くサービスを受ける

ことにより，在宅高齢者の精神的健康も向上すると考

え， PGCモラーんスケーんを測定した O その結果，

サービス内容に対する満足感とは関連性が認められな

かった。 PGCモラールスケールについては，健康状

態，身鉢活動状態，経済状況，配偶者の有無などの要

因が，得点を左右すると言われている 11)12) 13)。その

ため，本研究の対象者は，これらの要毘の影響も受け

ていた可能性がある。しかしその一方で、， 3ヶ丹後と

1年後の橿人における PGCモラールスケーんの得点

の比較では，得点が上昇または維持した対象者は 41

名中 33名 (80.5%)であり 決して得点下降者の多

Lミ結果ではなかった。このことは 長期利用継続に向

けての取り組みの重要性を示唆している。よって，今

後，サービス内容をより充実していくことで，利用継

続に繋がっていくのではなL功ミと考える。

加えて，本研究では 1年継続利患者が 41名であり，

十分な研究対象者数が得られなかったという限界があ

った。高齢者は在宅にて通所系サービスを和用しなが

ら生活を送っていても，複数の疾病の擢患率が高いこ

と，人生のターミナル期にあることなどにより，入読，

入所，死亡などの理由により通所サービスの利用を中

断せざるを得ない状況に遭遇した。これは，高齢者は

在宅において，長期的に一定に通所系サービスを受け

ることが困難な状況にあることを示すものであった。

このような理由により 本研究における対象者数には

眼界があったが，継続利用が可能な高齢者が在宅生活

を少しでも長く続けていくことができるよう，今後は

さらに対象者を増やして サービスの利用効果につい

て検証していく必要がある。

U 結論

本研究において，以下のような結論が得られた。

1 .食事を楽しみと感じている利用者は，今後も通所

系サービスの継続利用を望んでおり， r金事Jは通

戸元系サービス利用者の利用継続のための大きな要冒

と立っている。

2.利用者間で交流を図ること，頭や身体を使う活動，

感性を豊かにする活動は，比較的，通所系サービス

利用者の満足惑が得られるレクワエーション活動で

あった。その中でも 惑性を豊かにする活動につい

ては，女性は好みの活動内容であったが，男性は好

まなpfl頃向がるった。

以上よ今，利男者のニーズや性差を考慮、してサーピ

ス内容を充実させていくことは 高齢者の在宅生活を

支援するための重要な検討事項であることが示され

た。
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Abstract 

The purpose of the study was to investigate user satisfaction with the service contents provided by day care services for 

one continuous year and how gender， mental health， and intention to use the services continuously related to their satisfac-

tion. We surveyed twenty-seven facilities and forty-one elderly users with the semiconstitutive interview questionnaire 

method. 

The users service satisfaction rates were bathing (86.8%)， sequential rehabilitation exercise (83.39も)， lunch (82.9%)， bus 

ing (82.1 %)， recreation (81.1 %)， and health check (69.4%) for the forty-one elderly users. In addition， the recreation activi 

ty users were most satisfied with the conversation among the users (79.59も).

The data verification between the results of satisfaction with services and gender showed that females were satisfied more 

than males with lunch (p= 0.003) and creative activities in small groups (p= 0.027). There was no significant difference 

between satisfaction with services and mental health. Furthermore， people who were very satisfied with lunch had inten-

tions to use the services continuously (p = 0.028). Therefore， it was revealed that lunch service was the important factor 

affecting continuous use of day care services. Also， it is necessary to give consideration to the needs of men. Therefore， 

providing service on the grounds of users I needs and gender differences supports health-care at home for the elderly. 

Key words : day care services ， user satisfaction， elderly people， insurance system for care of the elderly 
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