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花本美奈子 栄養ケアサポートLINKのぼりと
認定栄養ケア・ステーションLINK

本日のスケジュール
12：50-13：50 総論
14：00-15：00 GW：自分の施設でできるかな
15：00-15：30 GW：事例を通じて
15：30-16：00 講評 まとめ



認定栄養ケア・ステーション
LINK
１．認定日 2018年9月
（Ⅳ型 民間事業型）

2021年9月機能強化型

２．所在地 川崎市多摩区
人口21.7万人
65歳以上 20.8％

（75歳以上13.4％）

３．理念 「栄養ケアをつなげる一助に」
訪問看護ステーションや認知症グループホームと
いった地域の事業所に栄養サポート事業を実施、
栄養評価や栄養相談など利用者の栄養管理の一端
を担う



2004年 訪問栄養食事指導という言葉を
初めて耳にする

江頭文江、栢下淳 「訪問栄養指導における摂食嚥下障害患者の現状と転
帰」日本栄養士会雑誌 実践事例報告
2009 年 52 巻 10 号 p. 913-922



時々、訪問栄養指導ってどうやってや
るんだろうと思いつつ…

作れるかしら…もうすぐ退院ね。ご自宅では
誰がご飯を作ってくれるのかな



2012年 訪問看護ステーションに就業

訪問看護？
介護保険？
精神？障害？

契約書？
重要事項？
集金？運転？
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訪問看護ステーションの利用者数575938人の看護内容（医療処置に係る看護は全体の60％）

資料:厚生労働省「平成28年介護サービス施設・事業所調査」より作成

％ 【 訪問看護内容分析 】

訪問看護師が栄養のケアを担っている!!



それなら訪問看護ステーションで栄養指
導をすればいいじゃないか！

当時訪問看護ステーションは居宅療養管理指導事業所だったので
管理栄養士の居宅療養管理指導もできないか？と川崎市高齢福祉課
に確認したところ人員配置基準に該当しないため不可との回答

では、訪問栄養食事指導っていったい…？



2021年発行2008年発行

基本的事項はテキストブックに記載されてい
ますので…



実践１．
制度の理解

g,ml、小数点以下が測れる計量器→



所属先による違いを理解する
保険医療機関（病院、医科診療所、歯科診療所）

→指定居宅療養管理指導事業所

介護保険施設
都道府県栄養ケア・ステーション

行政
薬局・民間企業体



管理栄養士が療養者の自宅などへ訪問して栄養食事指導
を行うことに対しての保険上の評価は
①医療保険「在宅患者訪問栄養食事指導料」
②介護保険
「（管理栄養士が行う）居宅療養管理指導料」
ともに医師が特別食が必要と判断し、指示を受けること
が必要

公益社団法人日本栄養士会「地域における訪問栄養食事指導ガイド」より抜粋

保険医療機関（病院、医科診療所、歯科診療所）
→指定居宅療養管理指導事業所



（別表三）
腎臓食、肝臓食、糖尿食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓食、脂質異常症食、痛風食、心臓疾患等の患
者に対する減塩食、十二指腸潰瘍、侵襲の大きな消化管手術後の患者に対する潰瘍食、クローン
病及び潰瘍性大腸炎等により腸管の機能が低下している患者に対する低残渣食並びに高度肥満症
（肥満度が＋40％以上又はＢＭＩが30以上） の患者に対する治療食を含む。
てんかん食、フェニルケトン尿症食、楓糖尿食、ホモシスチン尿食、ガラクトース血症食、治療
乳、無菌食
（小児食物アレルギー食は外来又は入院栄養食事指導料に限る）

平成30年4月版 医科点数表の解釈より抜粋

疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に
基づき、提供された適切な栄養量、及び内容を有する
特別食（別表三）を必要とする患者、がん患者、摂食
機能若しくは嚥下機能が低下した患者、又は低栄養に
ある患者

在宅患者訪問栄養食事指導の適応



疾病治療の直接手段として特別食を必要とする患者
腎臓食、肝臓食、糖尿食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓食、脂質異常症食、
痛風食、心臓疾患等の患者に対する減塩食、十二指腸潰瘍、侵襲の大き
な消化管手術後の患者に対する潰瘍食、クローン病及び潰瘍性大腸炎等
により腸管の機能が低下している患者に対する低残渣食並びに高度肥満
症 （肥満度が＋40％以上又はＢＭＩが30以上） の患者に対する治療食を
含む。
（介）高血圧の患者に対する減塩食（食塩相当量の総量が 6.0 グラム未
満のものに限る。）及び嚥下困難者（そのために摂食不良となった者も
含む。）のための流動食は、居宅療養管理指導の対象となる特別食に含
まれる

低栄養状態の患者
公益社団法人日本栄養士会「地域における訪問栄養食事指導ガイド」より抜粋

管理栄養士の居宅療養管理指導の適応



病院、診療所所属の管理栄養士なら誰でも訪問栄養食事指
導・居宅療養管理指導はできるのか？

①在宅患者訪問栄養食事指導はすべての医療機関で実施可。
②医療機関はすべて介護保険の居宅療養管理指導事業所とみ
なされているためルール上は居宅療養管理指導は実施可。
ただし医事課において介護保険請求システムを備えていない
医療機関の場合、居宅療養管理指導を実施しても保険請求に
ついては別途要確認



平成 28 年度政策課題
「平成 28 年度全国病院栄養部門実態調査」報告書より

件数が少ない理由として介護保険の居宅療養管理指導が優先されるから、と述べられています



病院の栄養指導内容はすべて在
宅療養に大きく影響している

👇

在宅訪問栄養指導を行わなくても、病院で
行う栄養指導はすべて在宅療養者のための
食事指導である



栄養情報提供書は退院後の栄養ケア計画
の立案の一助になる

中央社会保険医療協議会 総会（第 431 回） 議事次第令和元年11月8日(金
) より

栄養情報提供書を活用してつないでいこう



★実際に訪問栄養指導につないでいるのはどの職種か

出典）公益財団法人在宅医療助成勇美財団2017年度前期
花本美奈子「管理栄養士による居宅療養管理指導に関する運用書類の作成」より



2021年栄養情報提供書事例
８５歳 女性 要支援１ 糖尿病
栄養情報提供書を本人が受け取って教育入院から退院。
誰に渡してよいかわからず退院したのち、自宅で保管。娘が自宅の掃除中に発見しケアマ
ネージャーに渡す。

９０歳 男性 要介護５ 嚥下障害
誤嚥性肺炎後、家族が栄養指導を受けるが自宅には戻らず、小規模多機能施設に入居
。施設入居時には看護サマリーのみ、栄養士が入院先に問い合わせて初めて栄養情報提
供書の存在を確認できた。（主治医が退院時の書類としてカルテ保管していた）

７５歳 男性 要介護1
心不全で入院中に減塩の栄養指導を受ける。栄養情報提供書が発行されたが看護サマ
リーとともに訪問看護ステーションに届く。看護師はケアマネージャーに渡し、ケアマネージャ
ーから栄養CSに問い合わせ（退院から3か月後）。



①がん（医療保険・介護保険）
②複合的疾患・高齢者(介護保険)
③神経難病（医療保険・介護保険）
④脊髄損傷等整形外科疾患（障害）
⑤小児（医療保険 小児）

一般社団法人 全国在宅療養支援医協会HPより抜粋

在宅医療対象者の保険診療上の定義

少なくとも独歩困難で家族・介助者等の助けを借りてに通院、通所する者の中には通院は容易でないと考
えられ、在宅患者訪問診療に該当する。
訪問看護、訪問介護のサービスの適応となる。



20210409 日本栄養士会 障害介護報酬改定説明会資料より抜粋

【 高齢者だけではない在宅療養者の背景 】



介護保険請求システムを備えている医療機関

お住いの地域の
厚生局HPに届け
出情報が公開さ
れています。



川崎市居宅療養管理指導（訪問栄養食事指導）実施医療施設

2021年9月 LINK調べ
関東信越厚生局神奈川事務所令和3年8月３日作成版届出受理医療機関名簿に基づく
病院及び在宅支援診療所１～３に対する電話聞き取り調査より

川崎区 医療法人社団和光会
総合川崎臨港病院

麻生区 医療法人社団晃進会
たま日吉台病院

病院届け出施設46件中 2施設（約4％）

中原区 かわいクリニック武蔵小杉
高津区 田園都市溝の口つつじ内科クリニック
宮前区 鷺沼診療所
多摩区 登戸診療所

稲田のぼりとクリニック
在宅療養支援クリニックかえでの風

たまかわさき
たまふれあいクリニック

麻生区 リスホームケアクリニック

在宅支援診療所届け出施設135件中 ８施設（約5.9％）



管理栄養士の訪問サービスにたどり着き
やすくするためには

自治体のサイト掲載が大切

川崎市HPより



歯科診療所所属（指定居宅療養管理指導事業所）

2010年4月開院
院⾧ 和久井とわ子 副院⾧ 露木 隆之

院内での診療はもちろんの事、在宅療養支援歯科診療所として
通院が困難な患者さまへの訪問診療にも力を入れている

医療法人たか とわ歯科クリニック

訪問部門
歯科医師１名、歯科衛生士1名

訪問担当医は嚥下内視鏡を手掛け、
地域で積極的に医科歯科連携を推進。
管理栄養士は2016年1月から勤務

在宅療養支援歯科診療所
居宅療養管理指導事業所



★歯科医師、歯科衛生士と協働して学んだこと

口腔ケア、義歯の調整など「食べられる口腔づくり」あっ
てこその食事摂取である。口腔の観察は食事摂取、栄養状
態の変化に気づくきっかけなりうる。また、その逆もある



令和２年度診療報酬改定における改定事項

医療機関の管理栄養士
及び都道府県栄養ケ
ア・ステーション登録
管理栄養士は他院の外
来栄養食事指導、在宅
患者訪問栄養食事指導
を担うことが可能と
なった

栄養ケア・ステーション



神奈川県栄養士会栄養ケア・ステーションを
介した在宅患者訪問栄養食事指導指導例

データ提供:百合丘メンタルクリニック
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県栄養士会と契約を結べば管理
栄養士を必要時活用できる仕組
みは医療機関にとって少ない専
門職を地域でシェアできるメ
リットがある



自事業所と連携できる医療機関名をホームページに
掲載することも有効な手立て



令和３年度介護報酬改定における改定事項
介護保険施設

介護施設の管理栄養士も施設基準を満たせば地域の医療機関の居宅療養
管理指導を担うことが可能となった



令和３年度介護報酬改定における改定事項



８１歳女性 要介護２
週３利用。胃がん術後退院直後から通所サービ
ス再開。ただし疲労感強く、一日臥床傾向

【 通所事業所：栄養改善加算事例紹介 】

話するのも疲れます。
横になりたいです。
そんなに食べられないんです。

栄養改善の取り組みとして家族、本人と他職種共同で栄養ケアを継続

サービス
担当者会議

-６.２％/月

入院
手術
20日

kg

受診
検査
など

体重低下を
ＣＭに報告



通所事業所の栄養アセスメントの取り組みは事業所全体で
栄養状態を気にするきっかけになり、体重低下の指摘自体が

家族やスタッフへの注意喚起につながる

栄養改善の取り組みを
始めたらお休みする人
が減った気がするよ

通所事業所の昼食には食
事基準がないためエネル
ギー、たんぱく質ともに
少ない傾向にある事業所
も少なくない

ご家族の意識が変わっ
た気がします



総合事業・介護予防事業など、それぞれの地域の行政機関が実施
する各種事業対象者への訪問業務が随時存在している

行政から業務委託された管理栄養士（医療機関も可）や保健師が
個別計画に基づいた訪問により必要な相談、指導等を実施。

低栄養状態を予防・改善するために、体重チェック、食生活評価、栄養バラ
ンスのよい食事の献立の指導など、効果的な内容の指導などが含まれます。
また、低栄養状態を改善するために特に必要と認められるものに対しては、
栄養改善プログラムの一環として配食の支援を行います
その他に地域ごとに様々な背景の利用者に訪問事業が実施されています

行政・薬局・民間企業体



川崎市高齢福祉課の保健事業

国保データベース（KDB）抽出による健康不明層への全戸訪問事業
管理栄養士の訪問、栄養評価を行い、栄養状態の把握と受診勧奨を
目的とし、訪問できる管理栄養士のニーズがある



•健康サポート薬局 20 ％（常勤 27 ％）、保険薬局 3 ％（常勤 7 ％）が 1 名以上の栄養士雇用

•栄養相談は週１～数回、服薬指導の時に一緒に行うが 70 ％、服薬指導とは別に対面相談は

健康サポート薬局 37 ％、保険薬局 14 %

•健康食品の利用の確認は 90 ％前後は薬剤師、栄養士は薬剤師と共に行っている

•薬局での栄養士雇用は必要と考えているが、非常勤または事務員を望む声が多い

（株）アルトマークメディカルデータベース登録
健康サポート薬局1,400 店、保険薬局 1400 店 アンケート
調査：回収率 28.3

千葉剛 H30 食品 指定 002 薬局における健康食品
および食事・栄養摂取に関する相談の実態調査

平成30年度調査結果に基づく管理栄養士養成校卒業生（18,903名）のうち
薬局の就職状況（816名 7.1% / 就職者数18,903名）

調査対象 卒業生のない新設課程と専攻科等を除く280課程（92.8%) 令和1年5月31日

スライド提供 大妻女子大学 川口美喜子教授

薬局に在籍する管理栄養士の力



スライド提供 関東学院大学 田中弥生教授

認定栄養ケア・ステーション属性区分（スライドのみ）

区分 属性区分 事業所
数

Ⅰ 1.病院、医院、診療所、福祉施設を開設した法人又は個人（ただし、その解説にかかる病
院、医院、診療所、福祉施設に事業所が設置される場合に限る

84

2.医師会 2

3.上記1.2以外の事業者であって、その主たる業務が医療保険及び介護保険にかかわる栄養
管理及び栄養指導であるもの

43

Ⅱ 1.管理栄養士養成施設そのほかの保険・医療・福祉関係の高等教育機関を開設した法人又
は個人（ただし、その解説にかかる病院、診療所、福祉施設に事業所が設置される場合に
限る）

5

2.上記1以外の事業者であって、その事業所につき、責任者が栄養管理に関する業務に専
従し、従事者の半数以上が栄養管理に関する業務の専任であるもの

18

Ⅲ 上記Ⅰ.Ⅱ以外で地方公共団体 0

Ⅳ 上記Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ以外の事業者 薬局
99

企業
44

2021年6月現在



神奈川県の認定栄養ケア・ステーション

2021.4 日本栄養士会HPデータより作成

病院・医師会など Ⅰ型

Ⅰ型以外

川崎市の認定栄養ケアステの
情報交換会開催（2-3カ月一度）



栄養補助食品の販売、配達

栄養剤処方患者の栄養評価

n=21



実践１．
所属先の違いによって訪問栄養食事指導
のアプローチは異なるが、どの所属でも
在宅療養者の栄養ケアにかかわる業務が
存在している



実践２．居宅療養管理指導のプロセス

車いす用体重計。軽量で運びやすい→



ア:利用者の低栄養状態のリスクを把握する(以下「栄養スクリーニング」)

イ:栄養スクリーニングを踏まえ、利用者の解決すべき課題を把握する（以
下「栄養アセスメント」という）

ウ:栄養アセスメントを踏まえ、管理栄養士は、医師、歯科医師、看護師、
薬剤師、そのほかの職種のものと協働して、利用者ごとに摂食・嚥下機能
及び食形態にも配慮された栄養補給に関する事項、栄養食事相談に関する
事項、解決すべき事項に対し、関連職種が協働して取り組むべき事項など
を記載した栄養ケア計画を作成する。また、作成した栄養ケア計画につい
ては利用者又はその家族に説明し、その同意を得る。

管理栄養士が行う居宅療養管理指導のプロセスは以下の
ア～ケに掲げるプロセスを経ながら実施する

平成12 老企36/令3 老高0316・3等



エ:栄養ケア計画に基づき、利用者に栄養管理に係る必要な情報提供および
栄養食事相談又は助言を実施するとともに、栄養ケア計画に実施上の問題
があれば直ちに当該計画を修正する。

オ:他のサービスなどにおいて食生活に関する配慮などが必要な場合には、
当該利用者に係る居宅療養管理指導の指示を行った医師を通じ、介護支援
専門員に対して情報提供を行う。

カ:利用者の栄養状態に応じて定期的に、利用者の生活機能の状況を検討し
、栄養状態のモニタリングを行い、当該居宅療養管理指導に係る指示を行
った医師に対する報告を行うこと。なお、低栄養状態のモニタリングにお
いては、利用者個々の身体状況などを勘案し必要に応じて体重を測定する
など、BMIや体重減少率などから利用者の栄養状態の把握を行う

平成12 老企36/令3 老高0316・3等



キ:利用者についておおむね三カ月をめどとして、低栄養状態のリスクにつ
いて、栄養スクリーニングを実施し、医師の指示のもとに関連職種と協働
して当該計画の見直しを行う

ク:管理栄養士な利用者ごとに栄養ケアの提供内容の要点を記録する。なお
、交付した栄養ケア計画は栄養ケア提供記録に添付するなどにより保存す
る。

ケ:指定居宅サービスなどの人員、設備及び運営に関する基準第91条におい
て準用する第19条に規定するサービスの提供の記録において利用者ごとの
栄養ケア計画に従い管理栄養士が利用者の状態を定期的に記録する場合は
当該記録とは別に居宅療養管理指導費の算定のために利用者の状態を定期
的に記録する必要はない

平成12 老企36/令3 老高0316・3等



ア:利用者の低栄養状態のリスクを把握する
(以下「栄養スクリーニング」)

👆SGAやMUSTなど他のスクリーニングと異なる点は精神状態の判定がある点



イ:栄養スクリーニングを踏まえ、利用者
の解決すべき課題を把握（以下「栄養アセ
スメント」という）他職種と協働して栄養
ケア計画を立案する

地域の病棟のような役割を果たす訪問看護ステーションのスタッフや日々のケアを実施する介護職が
持つ患者情報は栄養アセスメントには必須情報である。ケアマネージャーの作成するサービス計画を
含む関連事業所との連携が重要。



栄養アセスメントに活用されるデータ

栄養管理プロセス 第2版 第一出版2021 ｐ27 木戸康博、中村丁次・小松龍史



外部観察 義歯の有無
舌苔の有無
口腔内観察

尿色
尿量

食事介助の様子
食事時間
飲み込みの様子

キッチンの様子

在宅療養の場での栄養アセスメント
調理技術

体重計測

SpO2
呼吸数

体成分測定

ゴミ



エ:栄養ケア計画に基づき、利用者に栄養管
理に係る必要な情報提供および栄養食事相
談又は助言を実施する

より実践的な情報提供や助言のために主訴、
大切にしていることや考えを「聞く」



人間関係の延⾧にある食の背景を大切に
78歳 女性
糖尿病の検査値がなかなか下がらないので
居宅療養管理指導の依頼あり 要介護２

近所に住んでいるお友達が
差し入れしてくれるお弁当。
「一緒に食べると楽しいし、
足が悪いから差し入れは助
かる。残せない」

間食を控える、主食の量を一口減らす、などの提案だけでは
実践には至らない。ときに食の背景にある人間関係を否定する
ことになるからである。なぜ、その食事をとっているのか？という
理由に思いを至らせることが大切



オ：介護支援専門員に対し情報提供を行う
カ：医師に対する報告を行う

株式会社東洋シス
テムサイエンス

株式会社グッドツリー

株式会社エンブレース

速やかな報告のためのツールを駆使して情報共有をはかろう

NTTエレクトロニクス株式会社LINKで使用している複写帳票



実践２．
管理栄養士の居宅療養管理指導は所定の
プロセスを経て実施する。
栄養スクリーニングやアセスメント、栄
養ケア計画に基づく助言、医師やケアマ
ネージャーへの情報共有、報告が必須で
ある



検査値を準備して質問をしようと待ってくれているお宅→
生活環境からアセスメント

実践３．
生活をみる、人をみる



診断はEBM、提案はナラティブ

主訴の確認なしに判断をしない

発言を先取りしない、待つ

大切にしている言葉

K谷先生

T木先生

N村先輩



調理手段や能力は人それぞれ
88歳 男性
心不全 要介護１
サービス付き高齢者住宅

野菜を茹でて食べて、とい
われたので、と毎日野菜を
茹でて食べていた。
体重が増えてしまって、
心不全が悪化

白菜1/4玉を茹でて一度に食べていた。手が不自由なため
野菜を絞ることができず、ゆで汁も一緒に食べることに
なった。茹でて食べる、だけでは不十分な指導だった。



食環境が栄養摂取に与える影響
83歳 女性
心不全 要支援２
サービス付き高齢者住宅

診療の度に体重が増えてし
まうので、食べ方を気を付
けるように主治医にいわれ
る。そんなに食べていない
のに…
初回訪問時に訴えあり

いつも使っているマグカップの容量が大きかった。
飲水量をコントロールすることを目的に容量の小さい
食器を選んでいただいた。



悩み、困っていることは口にしづらい
93歳 女性
摂食嚥下障害 要介護5
主介護者は息子

栄養指導を受けたのでわ
かっているつもりだったが、
実際にやってみるとすごく
時間がかかっていやになっ
てしまった。

炊飯器でお粥が作れることを知らなかった。
ハンドミキサーは付属の容器でしか使えないと考えていた。
「洗い方も教えてもらって簡単にできてうれしかった」
と調理の負担感を軽減できた。



【エンド・オブ・ライフケア時期別食支援】
時期 体調の変化とケアの内容 食支援の目的
安定期 疾患の再発防止

合併症の予防
低栄養状態予防
誤嚥性肺炎予防

栄養状態の維持改善、
病態の安定を図る食事
水分補給、慢性疾患に
対する食事療法
食に関する情報収集

不安定期 身体の障害に伴う生活の適応障害
治療に伴う絶食や検査
精神的不安

病態の変化に応じた食
事内容の提案、
食形態の調整や食品選
択

進行期 著しい身体活動の低下
苦痛の出現
不安による食欲不振

経口摂取困難時の対応、
限られた食の機会への
対応

終末期 心身状態の不可逆的な重度化、
疾患の発症再発により
状態を改善することが困難、不可能な時
期
苦痛の除去

食事の工夫による苦痛
の緩和(食事を摂らない
ことを含む)

出典） 日本栄養士会雑誌 Vol.64 No10 2021 梶井文子 著
エンドオブライフケアにおける栄養ケア・マネジメントと食支援より 改変



食事がすすまなくなってきた事実に向き合
うことは、ご本人にとってもご家族にとっ
ても不安で心配なこと

・ご本人
準備してもらっても食べられなくて申し訳ない
「食べて」と勧められることが負担

・ご家族
食べられないともっと具合が悪くなるのではない
かという不安や恐怖
自分だけ食べて申し訳ないという気持ち



在宅療養を不安な気持ちで過ごす時期に
食品選択・調理の工夫について一緒に考
えることは家族への大切な関り



臨床倫理の四原則と栄養学的アプローチ

自律 autonomy

正義 justice無危害 nonmaleficence

客観的事実と善行

患者に害を与えない

本人の意思を尊重する

ｄ

差別せず、公平に扱う

善行 benefit

年齢だから…
病気だから…
栄養剤だけで…
大変だから…

食べたい
食べたくない
少しなら食べたい
見るだけでもよい

食べることで窒息など
起こさないようにする
食べることで熱がでない

嚥下障害の程度
食事量の評価
高栄養の食品の提供
病態の把握

主観だけの介入とならないために

清水哲郎、会田薫子、田代志門 臨床倫理の
考え方と実践: 医療・ケアチームのための事例
検討法 東京大学出版会



実践３．
生活、人、療養時期によって異なる栄養、
食事の支援に柔軟に対応するため、管理
栄養士としての技術を磨く



本日のスケジュール
12：50-13：50 総論
14：00-15：00 演習：自分の施設で実践できるかな
15：00-15：30 演習：事例を通じて

15：30-16：00 講評 まとめ



□自分の所属先を確認しよう
病院・医科診療所・歯科診療所・介護保険施
設・グループホーム・通所事業所・高齢者住宅
等・配食サービス・薬局・所属なし
□料金体系を決めよう
医療保険・介護保険・自費（ 円）・無料
□訪問栄養食事指導に行く手段はあるかな？
公共交通機構・社用車・自転車・その他

演習：自分の所属先で実践できるか話し合おう



□訪問栄養指導の案内があるか考えよう
□どんなふうに周知するか
□自院の患者だけか、他院の患者も可能か
□契約書や集金の方法が決まっているか関係職
種に相談しよう
□どんな格好で訪問するか考えよう
□事故対応について考えよう
訪問途中の事故・訪問先での事故・交通違反

□感染対策について



□持ち物が準備できるかチェックしよう
名刺・筆記用具・地図・パンフレット・居宅療養
管理指導契約書・重要事項説明書・記録用紙・メ
ジャー・ライト・スマホやタブレット・聴診器・
血中酸素濃度計・調理本やリーフレットなど・ゴ
ミ袋・手袋・消毒薬・マスク・スリッパ・ペー
パータオル
□調理指導用品の持ち運び方考えよう
□訪問栄養食事指導に行く手段を考えよう
公共交通機構・社用車・自転車・その他



自分の所属先で訪問栄養指導を行うためには…
演習：自分の所属先で実践できるかな

□いつから

□どうやって

□どのエリアに

□どんな準備が必要



本日のスケジュール
12：50-13：50 総論
14：00-15：00 演習：自分の施設で実践できるかな
15：00-15：45 演習：事例を通じて

15：45-16：00 まとめ・質疑



患者背景
94歳女性。老健を退所予定。息子夫婦と同居
入所中早食いのため極刻みトロミがけの食事を食べており、家族が
退所後の食事の実践に不安を感じていたため老健の栄養士から訪問
診療医に退所後の栄養指導の提案があった。

訪問診療医はケアマネージャーに相談。ケアマネージャーが訪問栄
養指導をしてくれる事業所を探して所属先に電話をかけてきた。
さて、あなたは…

□知り合いの訪問栄養指導をやっている事業所を紹介する
□自分の所属先で実施する
□福岡県栄養ケアステーションにつなぐ

演習：事例を通じて（今日のグループワークの成果はここに！）

訪問の依頼は突然やってくる！突然の依頼に備えよう！



傷病名
うつ病、詳細不明の認知症

処方
リフレックス15㎎×1
セロクエル25㎎×1
プルゼニド12㎎×2
ブロプレス4㎎×0.5
酸化マグネシウム330㎎×2
アミティーザカプセル24μg×2C

主治医の指示内容
別紙参照（回覧予定）

演習：事例を通じて

訪問の依頼は突然やってくる！突然の依頼に備えよう！



1.MNA-SF®
で低栄養判定

実際の患者事例を通じて書類を作成しよう（事例スライド提示）

👉SGAやMUSTなど他のスクリーニングと
異なる点は精神状態の判定がある点
大きなストレスとして発熱やケガなどと別に
死別、転居、この先の生活不安などから
直接食欲不振につながりがちである
（AlbやTPだけで判断しない）

👉65歳以上の高齢者が対象である点

👉簡易判定できるため管理栄養士が
やる必要がなく、相談員やケアマネージャー
など他職種で依頼時に判定するとよい。

1

2

2
0

2

0

7



2.栄養アセスメント
栄養診断と介入計画

👉繰り返しトレーニングが必要
👉なれたら文言は決まるので
なるべく数をこなしてやってみること

👉基本的に他者にジャッジされないところでは
あるので、なくてもよいが、技術としては必要。
まずはある情報の中で栄養診断、
その後いろいろな背景情報が明らかになって
きたら再診断をくり返して精度を高めましょう。

栄養管理は管理栄養士だけではない、その計画
のためにも栄養診断を活用します。



3.訪問間隔の考え方
実際の患者事例を通じて書類を作成しよう（事例スライド提示）

👉居宅療養管理指導は月2回まで
👉月末月初なら、初月はなるべく週１
その後2週後

👉主介護者が理解がよければ、スムーズに月1以降も可能。
栄養ケア計画に沿って、初月三カ月は月２，を実施その後月1回に以降もよい。
患者家族にとってはいつまでこのサービスが続くのか、という点も明らかにしてほしい
ため、最初にある程度の目安を提示すると受け入れがよい。

★
★

★

★



ご清聴ありがとうございました

↑川崎市神経難病患者会「つながろ会」のバス旅行の様子
つながろ会HPより

管理栄養士業務は在宅療養生活継続の一助であり、栄養管理や栄養教育の実践は栄養状態
の維持改善、疾病予防や治療への貢献、そして生活の質の向上に寄与するものである。

公益社団法人日本栄養士会監修 木戸康弘・中村丁次・小松龍史編 栄養ケアプロセス 巻頭緒言より


