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地域の管理栄養士の役割
~食支援の未来を築く~



新宿食支援研究会（新食研）とは？
＊＊＊ 2009年7月発会

•『最後まで口から
食べられる街、新宿』

活動目標

１.介護職の食に対する意識の向上
２. 食支援職種のネットワークづくりと
知識、技術の向上

３. 食支援の地域での向上
～ ＭＴＫ ＆ Ｈ～

・見つける人 (Ｍ） ・つなぐ人(Ｔ) ・ 結果を出す人(Ｋ)



栄養士地域連携グループ
「エイヨ新宿」（代表 安田淑子）

• 新宿区内の病院、施設、在宅管理栄養士

• 栄養士活動でクライアントの生活背景を知るこ
とは重要。しかし、十分にそれを把握できない

• そこで、生活に基づいた栄養指導のツール作り。



エイヨ・ワーキンググループ活動

■介護食対決 ３者での料理対決
・日時：６月５日（日）の午後 場所：ふぁみりー
・
・対象者：咀嚼困難で嚥下困難なしの男性・

「調理が苦手な男性でもできる介護食」
・予算：５００円、カロリー５００kcalを目安
・対戦者：

「エイヨ」のコンビニ活用食
vs「ライフデリ」の宅配弁当
vs「ＵＲＵＺＯ」の介護食品



在宅医療・介護連携の推進



～多職種と他職種の連携を深める～

～病院と多職種の連携～



管理栄養士・栄養士とは？

●栄養士・・・養成施設（学校）卒業で取得
都道府県知事の免許、栄養士の名称

●管理栄養士・・・厚生労働大臣免許(国家資格)

・傷病者のため必要な栄養指導
・健康の保持増進のための栄養指導
・特定多数人に食事を供給する施設
・保健所、栄養士養成施設の教員など

⇒要件で保険診療報酬が支払われる。



管理栄養士の受験資格取得には、２つのルート



嚥下について（語源）

• 嚥下（えんげ）は、モノを飲み込み、胃に送ること。

＊＊中国でツバメの子が餌を丸呑みにする様子。＊＊
口へんに燕（つばめ）で「飲み込む」という意味。

原因・・病気や老化などで、モノが飲み
込みにくい状態｡
飲み込めるが、肺へ入ってしまう。

⇒これを摂食・嚥下障害



摂食・嚥下障害の原因とは？
• 高齢者においては・・・

●歯が弱り、噛む力が低下
●唾液の量が減る
●あごやほお、のどなどの筋力の低下
●粘膜の知覚や味覚の低下
●注意力や集中力の低下
●脳卒中や認知症による障害 など。

・神経疾患などで、神経の経路が傷つき、

口や舌、のどの動きが障害｡



嚥下障害における栄養士の関与

食事療法→疾病予防

• 老嚥
• 加齢 疾病
• 滑舌の低下 嚥下障害

• 食べこぼし 低栄養 サルコぺニア

• わずかなむせ

早期発見・介入 栄養療法⇒
オーラル・フレイル ADL維持・向上

低栄養脱却





●低栄養による障害

・免疫力や抵抗力低下
・気力低下
・脱水症状
・骨量が低下

・筋肉や筋力が低下
・認知機能が低下
・生活自立度が低下
・傷や褥瘡が治療遅延
・お腹がむくむ。など



●低栄養の原因とは？

・消化機能の低下・味覚低下／感覚低下

・咀嚼力や嚥下力低下／
・むし歯、入れ歯の不具合、歯の欠損





高齢者と低栄養のポイントは？

▫ 「低栄養」は認知機能が低下リスクが高い｡

●低栄養になりやすい人
・活動性の低い人。
・食品の品目数が少ない人

・ワンパターンの食事。

●低栄養を防ぐ食べ方
・肉、魚、卵、乳製品、大豆製品などタンパク質を多く含む食品。
・主食、主菜、副菜を、バランスよく。
・食べきれないときは、おかずを先に食べる。ごはんで量を調整
・多くの量を食べられないときは、３食プラスのおやつで補う。
・口腔ケアや噛む力の維持が重要。



嚥下訓練、嚥下食とは？

摂食嚥下障害を示唆する何らかの問題：
覚醒不良、口からのこぼれ、口腔内残留、咽頭残留感、むせなど

＊嚥下訓練 ：専門家また介護者が、嚥下機能を改善のために行う訓練

＊嚥下食 ：
ゼラチン寄せ、ミキサー食など、食塊形成しやすく嚥下しやす
いように調整した食品

＊代替栄養 ：経管栄養、点滴など非経口の栄養法

＊特別食べに
くいもの

：パサつくもの、堅いもの、水など



経口維持加算の見直し

多職種：医師・歯科医師・歯科衛生士・管理栄養士・
看護師・PT・OT・ST・ケアマネジャー

低栄養の改善



低栄養の把握、食事と栄養

• エネルギーとたんぱく質が不足

• 体重の減少、BMI値（体格指数＝体重（kg）÷
（身長（m）×身長（m）））

• 血液検査値（血清アルブミン値など）



とろみ剤の特徴とは？



スマイルケア食

ご飯･軟飯

軟飯・全粥

全粥・
ペースト粥

ペースト粥
（ゲル化剤）

酵素入り
ペースト粥

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjtrfiSu9jMAhUElKYKHRggAbIQjRwIBw&url=http://ameblo.jp/miwaringo428/entry-12097196567.html&v6u=https://s-v6exp1-ds.metric.gstatic.com/gen_204?ip%3D126.205.211.115%26ts%3D1463190930139501%26auth%3Dsgvk7mnvueb2bxbxi6neelu7hbqvgeim%26rndm%3D0.04790148276594469&v6s=2&v6t=61293&bvm=bv.122129774,d.dGY&psig=AFQjCNFaEhYrTTZCuNWKTfi5_FgL4m1g4A&ust=1463277330081586
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2016年度・診療報酬改定とは？

• 地域包括ケアシステム推進の取組強化

①・栄養サポートチーム加算

（院外、院内の歯科医師との連携）

歯科医師連携加算 ５０点

②・外来・入院・在宅患者訪問栄養食事指導料
（対象・厚生労働大臣が特別食、がん、摂食若しくは

嚥下機能が低下した患者又は低栄養状態にある患者）

③・在宅患者訪問栄養食事指導料
算定要件・医師の指示に基づき、管理栄養士が患家を訪問し・・

栄養食事箋に従い、食事の用意や摂取等に

具体的な指導３０分以上に算定



≪ケアエイド・パールと他の介護事業
所の違いは？

• 介護栄養士がご自宅を訪問

⇒食事栄養ケアマネジメント

・介護食・治療食の調理や食事介助

• ユニークなサービスを提供。
介護スタッフの多くが、

栄養士（管理栄養士）保有者

• 主任介護栄養士は、ケアマネ
ジャー、介護福祉士資格を保有

• 専門性の高いサービス・スキル
の高いスタッフ



介護栄養士について

①栄養士（管理栄養士）資格

②介護の資格（ケアマネジャー、
介護福祉士、社会福祉士、訪問
介護員）の両方を保有。

• 『栄養と介護』の専門知識・
技術がある。

• 在宅での現場経験を持つ。

• 食事栄養ケアマネジメント
（食事栄養相談）、介護食・
治療食の調理や食事介助、専
門性を提供



かかりつけ管理栄養士とは？

• 月2回訪問

• 在宅の食生活・栄養ケアマネジメント

• 食事栄養アセスメント、調整・連携等を実施

• 介護保険の管理栄養士による居宅療養管理指導

※介護保険の１～２割の利用者負担
※介護保険の支給限度額外

※介護者に対する指導でも利用
※医療費控除の対象



介護保険の訪問介護で、介護栄養士
（訪問食事栄養ケア）依頼について

• 介護栄養士は、訪問介護員の有資格者。
「特段の専門的配慮をもって行う調理」

「主治医による具体的な（栄養量の数値）指示」

「訪問介護（特段の調理）指示書」と主治医と確認

「食事栄養ケアプラン」を管理栄養士が作成

※「特段の専門的配慮をもって行う調理」は身体介護に位置
※介護保険､全てのサービスに対応

（食事介助＋清拭、特段調理＋掃除等も対応可能）



特段の調理と訪問栄養指導



症例；85歳女性、要介護度４の 栄養
アセスメント(PES）

• 食物・栄養関連履歴
全粥、食事摂取量75％以下
偏食顕著 食欲低下
甘い物(菓子類）麺類が好物

・身体測定
身長１５０cm体重３５㎏
BMI １５.５
体重減少率19％(3か月）

・生化学データ
血清アルブミン 3.1ｇ/dL

認知症高齢者Ⅱa

・摂食嚥下障害(口腔内に食物を貯める）

疾病名；高血圧、認知症、褥瘡

栄養診断
• 1 .P；問題・・経口摂取量不足
• ２.E：原因・・咀嚼障害
• ３.S：徴候・症状・・３ヶ月
に19％体重減少



塩分0.9％が快適な味
生理的に理にかなった味

人間の体液も0.9%！

同じ塩分なので、誰もが快く感
じられる味、



～調理のお話し～
出汁はぐらぐら煮立てるとまずい？！

温度の目安
～６５～７５℃～
• 削り節を入れると鍋底に沈む

• 温度が少し低く、だしが出る
のに時間がかかる。

～９０℃以上～

• 削り節を入れると水面で踊る
ようにゆれる。

• 温度が高い。水を加えて温度
を下げる。

• ７５℃～８０℃

• 削り節を入れると鍋底に沈
まず、中央でゆらゆらして
漂う。



栄養管理は、国際的基準 「栄養ケアプロセス:NCP）」に？

• 栄養管理標準化（コード化）
• 他職種で理解が容易。

アメリカ栄養士会の
栄養管理の手法。

①栄養アセスメント
②栄養診断
③栄養介入
④栄養モニタリングと評価

4段階で構成

栄養診断の記載
｢PES報告書｣｡

｢Sの根拠､E原因､P栄養診断｣｡



管理栄養士の専門性と将来像とは？

• 管理栄養士

• 臨床分野認定管理栄養士。病態栄養管理栄養士

• 『がん』『CKD』『糖尿病』領域の

専門管理栄養士 （平成２５年より）

• 『摂食嚥下リハビリテーション

栄養専門管理栄養士』がスタート



『摂食嚥下リハビリテーション栄養 専門
管理栄養士』の育成と期待

• 日本栄養士会､日本摂食
嚥下リハビリテーション

学会と共同

• 卓越した専門的知識、
指導・研究能力

• 受験資格

１日本の管理栄養士免許

２日本栄養士、日本摂食嚥下リハビ
リテーション学会

３日本摂食嚥下リハビリテーション
学会認定士の取得

他に4つの条件

・摂食嚥下機能に関する実績5症例

・学術集会・地方会で筆頭発表

など



訪問栄養食事指導に求められるもの

•摂食嚥下障害

疾患（低栄養

を含む）のため
の特別食

•医療知識

•栄養調理



最後に～ まとめと提言

• ２０１６年､栄養食事指導が拡充。

• 食と栄養こそが健康と疾病予防の基本！

• チームアプローチは介護スタッフを支え合うこと
• 管理栄養士は、結果をだし、

看護師や介護スタッフとの情報交換が必要

新食研イズム・1 見つける、2 腕と腹
3.すべての人が得をする

• ご清聴ありがとうございました。


