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介護病棟における簡易栄養状態評価表（MNA-SF）の有用性の検討

発 表 者 新谷 美智 （高知県：いの町立国民健康保険仁淀病院NST）

共同研究者 三宮 磨弓、水野 寛子、森光 志乃、内藤 多映子、宮崎 英典、
田所 かおり、池 博之、伊與田 孝一郎、松浦 喜美夫

深め、NSTなどチームでの協力体制を整えてい

きたいです。今後は、現在使用している栄養評

価指標の見直しや、より早く、的確に評価でき

る指標の検討を行っていきたいです。
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目的です。簡易栄養状態評価表（Mini Nutritional

Assessment−Short Form）以下MNA−SFは、高

齢者の栄養状態を測定する簡便なツールとして

開発されてから多くの研究に用いられており、

感受性、特異度、信頼性についてはすでに報告

されています。今回、指定介護療養医療施設に

入院している要介護高齢者を対象にMNA−SF

から得られたスクリーニング値と身体計測値及

び栄養指標との関連性について検証し、MNA−

SFの有用性について検討しましたので、その成

績を報告させていただきます。
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対象は指定介護療養医療施設に入院している要

介護度３から５までの入院患者３１名、男性９名、

平均年齢８５±４．２歳、女性２２名、平均年齢９０．９±

５．４歳です。
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方法です。MNA-SFを用いてスコア化し、１２―

１４ポイントを栄養状態良好群、８－１１ポイント

を At risk群、０－７ポイントを低栄養群とし、

さらに、MNA-SFの６項目と「C：自分で歩け

ますか」と「E：神経・精神的問題の有無」を

除いた４項目で比較検討をいたしました。評価

項目は BMI、AC、AMC、％AMC、TSF、％TSF、
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Alb値、Hb値といたしました。また、BMIの代

用として CCを用いることの有用性について検

討いたしました。
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結果です。対象者のMNA−SFスコアは栄養状

態良好群は０名、At risk群は１７名、男性５名、

女性１２名、平均年齢９０．２±５．９歳、低栄養群は１４

名、男性４名、女性１０名、平均年齢８７．９±５．３歳

でした。体重減少は At risk群で３名（１７．６％）、

低栄養群で８名（５７．１％）に認めました。また、

対象者の BMIは１７．９±２．８kg／�、CCは２５．１±

２．８�でした。
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療養病床の患者さまの多くは、ADLの低下と神

経・精神的問題をかかえている人々であること

から、MNA−SFの合計スコアを６項目と４項目

で比較したスクリーニング値です。スクリーニ

ング値は At risk群では、６項目で８．７±０．７、４

項目で７．８±１．１、低栄養群では、６項目で６．０±

０．９、４項目で５．５±０．９でした。
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MNA−SF値６項目と４項目での点数比較です。

６項目と４項目の合計が同じ点数であった患者

さまは１０名（３２．３％）、１点差は２０名（６４．５％）、

２点差は１名（３．２％）でした。
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j��kg/�5 19.3p3.0 16.2p1.3
���v¢) 24.1p2.7 21.6p2.5
�j�(v¢) 20.0p2.3 18.2p1.9
%�j�(%) 99.7p13.2 91.3p9.9

TSF(mm) 13.1p4.2 10.5p3.9
%TSF(%) 129.1p42.2 101.5p32.3
Alb(g/dl) 3.2p0.3 3.1p0.3
Hb(g/dl) 12.2p1.5 12.0p1.4

At risk群と低栄養群の２群間の比較では、多く

の評価項目において低栄養群は At risk群より低

値を示しました。特に、BMIは At risk群で１９．３

±３．０kg／�、低栄養群で１６．２±１．３kg／�，AC

は At risk群で２４．１±２．７�、低栄養群で２１．６±
２．５�、AMCは At risk群で２０．０±２．３�、低栄
養群で１８．２±１．９�でした。
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At risk群と低栄養群の２群間での BMI、AC、

AMCをグラフでお示しした図です。BMIと AC

の p値は０．０１、AMCの P値は０．０３と有意な低

値を認めました。
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j��kg/�5 r=0.732 �wH0.0015 r=0.810 �wH0.0015
���v¢) r=0.604 � wH0.0015 r=0.684 �wH0.0015
�j�(v¢) r=0.508 � w=0.0045 r=0.603 �wH0.0015
%�j�(%) r=0.525 � w=0.0025 r=0.569 � w=0.0015

TSF(mm) r=0.432 � w=0.0155 r=0.442 � w=0.0135
%TSF(%) r=0.492 � w=0.0055 r=0.439 � w=0.0145
Alb(g/dl) r=0.184 � w=0.3215 r=0.117 � w=0.5315
Hb(g/dl) r=0.150 � w=0.4205 r=0.066 � w=0.7265

MNA-SF値と各評価項目との相関について検討

した結果です。６項目、４項目とも血液検査値

を除いたほとんどの指標で有意な相関を認め、

中でも BMIは６項目で r＝０．７３２、p値は０．００１

未満、４項目で r＝０．８１０、p値は０．００１未満、AC

は６項目で r＝０．６０４、p値は０．００１未満、４項目

で r＝０．６８４、p値は０．００１未満、AMCは６項目

で r＝０．５０８、p値は０．００４、４項目で r＝０．６０３、

p値は０．００１未満、と強い相関がみられました。

Alb値、Hb値とは有意な相関が認められません

でした。
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BMIと CCとでの相関図です。相関係数は r＝

０．７１５、p値は０．００１未満と有意な相関が認めら

れました。
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BMIを用いたスコア値と、BMIの代わりに CC

を用いたスコア値での相関図です。相関係数は

r＝０．８６０、p値は０．００１未満と有意な相関が認め

られました。
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考察及び結論です。指定介護療養医療施設では、

寝たきり、車椅子常時使用者や神経・精神的問

題を有する高齢者が多く、At risk群か低栄養群
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食事記録からみえてくる幼児期の食生活と課題

発 表 者 岩渕 慶子 （宮城県：涌谷町町民医療福祉センター 医療技術部栄養室）

共同研究者 須藤 みつえ

に該当いたしました。

MNA-SFでの栄養スクリーニング６項目の合計

スコアと Cと Eを除いた４項目の合計スコアと

では大きな差はみられず、身体的活動性と精神

的活動性の両方が低下していること、褥瘡発生

のリスクが高いこと、介護量が大きいこと等が

示唆されました。相関係数では両スコアとも有

意な相関が認められました。
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MNA-SFスクリーニング値と Alb値、Hb値と

は有意な相関が認められませんでした。

MNA-SFでの栄養スクリーニングは各評価項目

で有意な関連を認め、要介護者のアセスメント

ツールとして有用だと考えられました。

ご静聴ありがとうございました。
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昨年度まで同センターの行政に所属しており、

そこでの取り組みについて発表させていただき

ます。「食事記録から見えてくる幼児期の食生活

と課題」
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平成１７年度に食育基本法が施行され、当町にお

いても涌谷健康ステップ２１計画、涌谷町食育推

進計画に基づき各種事業に力を入れてきまし

た。その中でも、国や県、当町においても『早

寝早起き朝ごはん」の推進を行っており、朝食

の摂取率は平成２３年度で９２．０％と推移していま
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