
抄録の内容に訂正がありますが、発表を以て変えさ
せて戴きます。
栄養管理が不十分と思われる施設に対し所轄保健所
と協力して改善を得られた事例とその介入効果の検
証を報告します。
今回介入した介護施設は入所者70名の他、その他
にグループホームとショートステイを併設していま
す。平成23年6月時点での平均年齢は86.4歳、平
均介護度4.6、体重は43.6kg、BMI は20.1、BMI
に基づき評価される必要栄養量を1049kcal と計算
しその摂取栄養量は平均1238.2kcal でした。

介入の経緯ですが、22年に現所長が赴任、入所者
の緊急搬送の多さと入院の長期化再入院、重症感染
症等の多発に危機感を感じ、医療機関単独の介入や
指導では改善困難と判断し、管轄である「むつ保
健所」への協力を依頼しました。

介入方法については当医療機関が主として働きかけ、
むつ保健所自体が表に出ないように留意しました。
当診療所としては全職員対象の研修会、PC 管理記
録の導入、栄養評価・管理方法の見直し、健診回数
と診察回数の追加を行いました。
むつ保健所としては青森県内の介護施設の栄養管理
状況等の情報を施設側に提示、また管内管理栄養士
への栄養学研修会を開催しています。
これを受け歯科としても歯科衛生士を施設に毎週派
遣し介入支援に当たりました。

栄養管理改善に向け、今年6月より栄養管理アセス
メント表を作成し導入しています。このシートは
A3サイズで過去の国診協の事業や、栄養管理に関
する研究報告を参考に作成しております。

演  題

065
青森県下北地域における介護施設入所高齢者の低栄養管理の改善

発　表　者 古枝　和也 青森県　国民健康保険川内診療所

施設概要  

特別養護老人ホーム（民間） 
入所者     ７０名 
グループホーム ２０名 
ショートステイ ３０名 
平均年齢    ８６．４歳 
平均介護度   ４．６ 
平均体重    ４３．６ｋｇ 
平均ＢＭＩ   ２０．１ 
平均必要栄養量 １０４９．６Ｋｃａｌ 
平均摂取栄養量 １２３８．２Ｋｃａｌ 

 
医師・歯科医師・管理栄養士が定期的に赴く医療協力施設 
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青森県下北地域における介護施設入所高齢者 
の低栄養管理の改善 

青森県国民健康保険川内診療所 
歯科医長 古枝和也 
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経緯 

平成２２年より現所長が診療所就任 
発熱・肺炎等の状態悪化での搬送が多い 
入院は長期化し、短期で再入院 
ＭＲＳＡ，緑膿菌、抗菌剤耐性菌等の重症感染症や 
肺炎、褥瘡が多い 
 
  「入院者の検査値で栄養指標不良例が続いた」 

医療施設のみの介入では改善が見られない 

管轄保健所に介入協力を相談 
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介入内容  （対応方法を慎重に検討して決定） 
 
医療 ・栄養管理に関する施設全職員対象の研修 
    （医師・歯科医師・管理栄養士） 
   ・紙媒体管理記録をＰＣ管理に変更。 
   ・栄養管理データおよび血液検査データの記録作成 
   ・必要栄養量・提供栄養量の見直し 
   ・年1回の健康診断を年2回に、診察回数を週２回に 
     
  
行政 ・青森県内の栄養管理状況を施設に情報提供 
   ・むつ下北管内管理栄養士への栄養管理研修会 
   ・改善しない場合は施設への行政調査の可能性を示唆 
 
 
＊歯科 歯科衛生士の定期派遣、口腔機能・栄養管理への支援 
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体重、BMI、Alb 等の各種栄養指標や栄養量、代謝
係数等の指標、水分量等を記載、栄養状態評価とし
て MNA － sf、サルコペニア診断も盛り込んでい
ます。
各職種が情報共有できるようにコメント欄を設定し
ております。（参考資料1・2）
その結果、体重で約13kg、BMI で1.0の増加、摂
取栄養量で111kcal、提供水分量330ml の増加がみ
られ、施設として離床時間の延長に取り組み、おむ
つ使用量の減少とポータブルトイレ使用者が増加し
たとの報告を受けております。
また季節ごとに行われる行事が、離床者がいない為、
介入以前には時折中止されていましたが、23年ク
リスマス会以後は全員離床で中止する事なく開催さ
れております。

写真は本年度の夏祭りとフロアで離床している入所
者の様子です。ご覧のとおり ADL，QOL は改善し
ております。

そこで ADL の改善を裏付けるため、介入効果の検
証を行いました。
23年6月と24年6月の、入院、退所、死亡の無い
同一入所者43名を対象とし、年2回実施している
健康診断6月実施分から栄養に関する指標として
Alb，TP。血中蛋白消費要因となる慢性持続性炎
症の指標として Crp を比較しました。
また介入前後の入所者全体の入院の状況も比較して
います。24年度については栄養状態評価として入
所者全員の MNA － sf による評価、サルコペニア

（筋減少症）の診断も行いました、参考として、比
較対象除外となった入所者のうち、死亡された入所
者についても死亡診断書より死因を調査しました。

最初に Alb の比較ですが、全体平均では23年度3.3、
24年度3.1と、介入前後とも厚生省労働省が推奨す
る3.5を下回っております。介入の前後に有意差は
認めませんでした。

～介入効果判定～ 

 
対象   平成２３年６月と２４年６月入所者７０名中 
     入院、移動、死亡のない４３名の健診データ 
 
比較項目 ・栄養に関する指標としてＡｌｂ，ＴＰ 
     ・慢性持続性炎症指標としてＣＲＰ 
     ・平成22年6月～、平成23年6月～各1年間 
      入所者入院履歴 
   
 
追加項目 （平成２４年6月時点７０名全員） 
     ・ＭＮＡ－ｓｆ（栄養状態評価） 
     ・サルコペニア（筋減弱症）診断 
     ・比較対象外となった入所者の死亡転機 
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介入後１年の施設の変化 
（平成２３年６月と２４年６月と比較） 
 
 
１）体重の増加 
 （平均体重で約１３．８ｋｇ、平均ＢＭＩ １．０の増） 
２）摂取栄養量の増加  
 （必要栄養量の見直しで平均１１１ｋｃａｌの増） 
４）水分提供量の増加   （＊施設独自の取り組み） 
 （平均必要水分量１２４．２ｍｌに対して 
           平均３３０．４ｍｌの追加供給） 
３）離床時間の延長    （＊施設独自の取り組み） 
 
５）おむつ使用量の減少とポータブルトイレ使用者の増加 
              （＊生活相談員より） 
６）２３年夏祭りは離床者ゼロで中止だったが２３年度 
  クリスマス会以後は全員離床して参加 
              （＊生活相談員より） 第５２回全国国保地域医療学会・熊本 6 

ＡＤＬ・ＱＯＬは改善 

（フロアで過ごす入所者） （屋外で夏祭りを堪能） 
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栄養管理アセスメントシート 

・毎月記録 
     体重、ＢＭＩ．筋肉量、提供栄養量 
     提供水分量、ＭＮＡーｓｆ、 
・年２回記録（健診時検査）  
     Ａｌｂ，ＴＰ、ＣＲＰ 
・変化時記録 
     基礎代謝量、必要栄養量、等の栄養学的指標 

歯科専用詳細シートも作成 
＊参考 
過去の国診協の栄養管理に関する和良村南温先生らの調査研究事業 
東京都長寿医療センター平野浩彦先生らの調査研究報告 
横浜市立大学附属病院若林秀隆先生、沖縄リハビリテーション病院吉田貞夫先
生らが提唱する「リハビリテーション栄養・サルコペニア診断」 

第５２回全国国保地域医療学会・熊本 
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TP は両年度とも全体平均6.4で正常基準値である
6.7を下回っております。こちらも有意差を認めま
せんでした。

CRP ですが、Crp 値1.0を超える者の割合は両年度
とも全体の1割程度で介入の前後で CRP 値に有意
差を認めませんでした。

24年度全入所者の MNAsf による栄養状態評価で
すが全体平均で低栄養、介護5群で明らかな低栄養
と評価され、全入所者70名がサルコペニア（筋減
少症）と診断されました。

介入前1年間と介入後1年間の入院状況の比較です。
介護度の上昇に伴い入院者数が増加しております。
平均入院期間で大幅な減少が見られました。入院後
の死亡者も若干減少しています。入院の理由ですが、
検査入院と PEG、CV ポート設置等の処置入院が
増えていました。

比較対象外となった入所者の内、死亡診断書より特
定できた死因は表の通りで、介護度別内訳は介護度
3：1名、介護度4：2名、介護度5：13名でした。

ＴＰの比較 

両年度とも平均６．４ 
有意差を認めない（Ｐ＞０．０５）ｗｉｌｃｏｘｏｎ 

4

4.5

5

5.5

6

6.5

7

7.5

8

8.5

２３年度測定値        ２４年度測定値   正常基準値6.7 

6.7 
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ＴＰ 

2

3

4

5

6

7

Albの比較 

３．５ 

２３年度平均 ３．３    
２４年度平均 ３．１ 
有意差認めず（ｐ＞０．０５）ｗｉｌｃｏｘｏｎ 

 ２３年度測定値         ２４年度測定値    厚生労働省推奨値   
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Alb 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

ＣＲＰの比較 
２３年度測定値 ２４年度測定値 

CRP１．０以上の割合は介入前後ともに１割程度 
CRP値の比較では有意差認めない。 
（Ｐ＞０．０５）ｗｉｌｃｏｘｏｎ 

第５２回全国国保地域医療学会・熊本 11 

（   ＣＲＰ １．０） 

ＣＲＰ 

全体 介護３ 介護４ 介護５ 

平均 ６．５ ８．２ ７．７ ５．８ 
評価 低栄養 低栄養疑い 低栄養疑い 低栄養 

２４年度ＭＮＡーｓｆ評価 
 
７未満  ＝低栄養 
７～１０ ＝低栄養疑い 

２４年度サルコペニア診断（筋減少症） 
 ＊全員がサルコペニア有 

＊入所者全体として低栄養 
 介護度５群は低栄養 
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入院理由 平成22年度（件） 平成23年度 

検査入院    0 件  2 件 
処置入院 
（ＰＥＧ、ＩＶポート等） 

  10 件 1４ 件 

炎症性疾患 
（肺炎、尿路感染症等） 

  22 件 ２１ 件 

脳血管性疾患    1 件  0 件 
整形疾患    0 件  １ 件 
癌による入院    1 件  ２ 件 
内科・循環器系疾患    5 件  ６ 件 
その他    ９ 件  ７ 件 

＊ 検査入院と処置入院がやや増加 

入所者入院状況 年度別比較 

総件数 ４０ 件 
実人数 ２８人 
介護３ １人 
介護４ ０人 
介護５ ２７人 
複数回入院 １０人 
平均入院日数 ８４．０日 
最長入院期間 １４５日 
入院後死亡 １０人 

件数、実人数は増加傾向 
介護度が上昇すると入院数も増加 
平均入院日数は大幅に24年度減少 

２２年６月～２３年５月        ２３年６月～２４年５月 

総件数 ５１ 件 
実人数 ３９人 
介護３ ２人 
介護４ ８人 
介護５ ２９人 
複数回入院 ９人 
平均入院日数 ２７．２日 
最長入院期間 ９２日 
入院後死亡 ７人 

第５２回全国国保地域医療学会・熊本 13 

｜478｜



検証結果はスライドの通りで、平均入院日数で介入
効果が見られましたが、しかし依然、低栄養と評価
される施設と考えられ、加齢現象や基礎疾患等によ
る代謝低下の影響を超えてまでの介入効果があった
とは言えませんでした。

【考察】

1）強制力がなく、直診でない民間介護施設への介
入・指導は困難なものがありますが、医療・行
政が連携することで職員に意識改革を促し改善
を図ることはできました。

2）しかし入所高齢者に単に栄養量を追加するだけ
では血液学的データ上までの改善は難しい事が
示唆されました。

3）そこで注目されている介護支援方法に「リハビ
リテーション栄養」と通称「竹内理論」と呼ば
れる介護支援方法があります。そのどちらにも
劇的な回復や ADL が向上する事例が多数報告さ
れており、この介護施設では「竹内理論」に取
り組んでおります。

5）恒常的に低栄養管理された高齢者は免疫能等が
低下し、その回復は困難であります。よって入
所時からの適切な栄養状態評価が不可欠であり、
漫然と管理する事は甚だ危険です。

　まして提供栄養量1000kcal 以下で、入所者全員
を一律に栄養管理することは入所高齢者の ADL，
QOL を否定する方法であると考えます。

6）先ごろ発表された認知症高齢者の栄養管理に関
するガイドラインや、介護費用・医療費用負担
増と、入所高齢者の ADL、QOL、そして家族の
意向をどのように勘案するかは、医療・行政・
福祉関係者が協力して解決すべき課題でと考え
ております。

結語 
 
 

１・血液学的検査データからは介入１年での有意差 
  （介入効果）は認められなかった 
  体重増加にもかかわらずＡｌｂ．ＴＰともに推 
  奨値、基準値を下回る平均値であった 
   
２・平均入院日数には明らかな短縮が見られた 
 
３・ＭＮＡ－ｓｆ評価では施設全体として低栄養と 
  判断された 
 
４・サルコペニア診断では全員がサルコペニア 
  （筋減少症）と診断された 
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３）「リハビリテーション栄養」 
   ・全身状態、身体状況を適切に個別評価 
   ・評価に基づいた有効なリハビリテーション 
   ・リハビリテーションの影響等を見込んだ効率的栄養管理 
   ・～栄養はリハビリテーションのサイン～ 
    （＊リハビリテーション栄養研究会  
             若林秀隆先生・吉田貞夫先生他 ） 
 
４）「竹内理論」 
   ・日中は原則離床させる 
   ・介護度５でもリハビリテーション 
   ・供給水分量を増やして排泄機能を活性化 
   ・適切な栄養管理        
   （＊ 国際医療福祉大学 竹内孝仁教授） 

考察２ 

 
考察（１） 
 
 
 
１）直診ではない民間介護施設への介入・指導は困難な 
  ものがあるが、医療・行政が連携することで職員に 
  意識改革を促し、ＡＤＬ、ＱＯＬの改善はできた。 
 
 
２）入所高齢者に単に食事量を追加するだけでは血液学 
  的データ上までの改善は難しい事が示唆された。 
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介入後死亡者死因 （２３年度６月入所者で１年以内に死亡） 
 

15 

死亡診断書死因    件数 
癌死   3  件 
炎症性疾患   3  件 
老衰   2  件 
多臓器不全   3  件 
不明（他医療機関扱い）   5  件 

＊介護度別内訳 
 要介護３   １名 
 要介護４   ２名 
 要介護５  １３名 
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５）恒常的に低栄養管理された高齢者は免疫能、代謝能等が低 
  下し、その回復は困難である。 
  よって入所時からの適切な栄養状態評価が不可欠である。 
  漫然と盲目的に提供栄養量１０００ｋｃａｌ以下で、入所 
  者全員を一律に栄養管理することは入所高齢者のＡＤＬ， 
  ＱＯＬを否定する方法である。 
 
６）先ごろ発表された認知症高齢者の栄養管理に関するガイド 
  ラインや、介護費用・医療費用負担増と、入所高齢者のＡ 
  ＤＬ、ＱＯＬ、そして家族の意向をどのように勘案するか 
  は、医療・行政・福祉関係者が協力して解決すべき課題で 
  ある。 
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考察３ 

ご清聴ありがとうございました。 
 
 
＊本発表ついて沢山のアドバイスや指導を頂いた当診療所所長山崎先生 
 その他ご支援、ご指導頂いた諸先生方に厚く御礼を申し上げます。 
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演  題

066

人と人との関わりから生み出され、見えてきたもの
～産山独自の在宅福祉のシステムづくりに取り組んで～

発　表　者 井　美代子 熊本県　産山村役場

共同研究者 小嶋　麻美、吉野　文夫、久佐賀　真理

平成21年から3年計画で取り組んできた、在宅福
祉の取り組みについて、報告させていただきます。
産山村は人口約1600人、高齢化率は35%、75歳以
上の後期高齢者が約2割を占める小さな村です。
しかし、村は合併しない道を選択しました。そこで
私たちは、住民や保健、医療、福祉関係機関などと
一丸となって、「寝たきりになっても安心して暮ら
せる村」を目標に、産山独自の在宅福祉システム
づくりに取り組み始めました。
3年間の経過は、事業担当者にとっては大変負担の大
きい取り組みでしたが、その過程で得た気づきと村
の変化は、この先に希望を持たせてくれるものでした。
3年間の経過を振り返りながら、そこでの成果と課
題を報告します。

2010年の人口構成です。
今後も総人口は減少していき、産山村の10年後は
どうなるのだろうか ? という危機感が募ります。

１．問題意識：超高齢化社会が見えてきた 

人口の大幅な減少：出生数を上回る死亡数 

 ２０２０年には生産人口が全人口の半分に 

 10年後、高齢化率は３８．４％、20年後には４０％ 
 を突破 （全国平均は、2010年で２３．１％） 

希薄な村民の危機感 
そんな先のことは考えてもしょうがない 
高齢化の何が問題なのか 
介護ってどんな状態なの 
福祉サービスってどういうことをしてくれるのか、
具体的な内容がよくわからない、など 

一方で 

１．問題意識：超高齢化社会が見えてきた 

２０１０年の人口構成 ： 総人口１,６３２人 
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連携 
人と人との関わりから 

生み出され 
見えてきたもの 

 
井 美代子、住民課一同 

～ 産山独自の在宅福祉システムづくりに取り組んで ～ 

つ な ぐ 
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