
考察 
  加齢に伴い、脳の口渇中枢機能の低下から、口渇が自
覚しにくくなり、体内総水分量が減少し、脱水症になりや
すくなる。 

  脱水症になると、ＡＤＬの低下が起こってくる。 
  入所者の栄養改善や精神安定に繋がるよう、これからも
多職種間連携をさらに密にし、食生活（水分摂取管理）
から更なる質の高い介護サービスの提供を図り、入所者
の方々や家族の方の笑顔が見られるようなサービスを提
供していく。 

ご飯・お茶おい
しかったです 

ご清聴ありがとうございました。 

演  題
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地域包括ケアシステムのさらなる充実
～病院・施設・在宅をつなぐ在宅 NST勉強会の取り組み～

発　表　者 後藤　理恵 広島県　公立みつぎ総合病院

共同研究者 畠　由香、日野　公恵、増田　修三、菅原　由至

当院の NST は、平成22年4月より NST 加算を算
定しています。平成23年度の状況は介入者数406

名、回診件数、月100件、介入終了者数148名と
なっています。
NST 介入終了の理由は、在宅復帰、併設・他施設
への退院が約6割となりますが、血清アルブミン値
2.9g/dl 以下は、46%、BMI18.5未満は55% であり、
栄養状態に問題を抱えたまま終了することが多く、
継続的なフォローが必要となります。

介入終了者の状況は、介護度の高い人が多く、認知
症ありは58%、嚥下機能に問題がある人は61%、
口腔機能に問題がある人は84% と、身体的リスク
も高く、継続管理のための情報提供が重要となりま
す。

地域包括ケアシステムのさらなる充実 
   ～病院・施設・在宅をつなぐ 
         在宅ＮＳＴ勉強会の取り組み～ 

広島県 公立みつぎ総合病院 

◎後藤理恵、畠由香、日野公恵、 

  高瀬圭一、菅原由至、沖田光昭 
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死亡・ 
重篤化 
17％ 

改善 
24％ 

在宅復帰 
27％ 

転院 1％ 

併設・他施設 
31％ 

【 介入終了の理由 】 

継続的なフォローが必要 

●血清ＡＬＢ値 2.9ｇ/dl以下＝46％ 

●ＢＭＩ 18.5未満＝55％ 

病院ＮＳＴ  

 ●介入者数 ： 406名/年     ●回診件数 ： 100件/月 

 ●介入終了者数 ： 148名/年 

平成23年度の状況 

平成22年４月～ＮＳＴ加算算定 
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●嚥下機能 

継続管理のための情報提供 

●介護度 

●認知症 

●口腔機能 

あり ５８％ なし ４２％ 

問題あり ８４％ 
なし 

１６％ 

問題あり ６１％ なし ３９％ 

要介護３・４・５ 

４３％ 

要介護１・２ 

２５％ 
要支援１・２  

自立 

２９％ 

介入終了者の状況 平成23年度 （ｎ＝148） 

３％ 
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そこで、情報の提供として、退院・退所の決定時は、
多職種によるカンファレンスを行い、退院時には管
理栄養士や言語聴覚士、薬剤師などが、家族や介護
支援専門員の相談に応じます。また、情報提供資料
として「栄養サポートチームよりお知らせ」を作
成し、在宅でも継続が必要なポイントや具体的なア
ドバイスを記入して渡します。
在宅へ退院する症例については在宅 NST へとつな
げていきます。

在宅 NST 会議は、平成19年から月1回実施してい
ます。訪問スタッフからの依頼や、病院・施設
NST からの継続事例で、月に一度の会議で約15件
の検討をしています。在宅 NST 管理計画書をもと
に、症例ごとに対策を立案、継続事例の栄養モニタ
リングと評価を行っています。医師による訪問診療
や、訪問スタッフ、コメディカルも訪問します。

在宅 NST 勉強会は、病院、施設、在宅をつなぐた
め、平成21年から開催しています。①退院後の栄
養支援体制の継続、②病院・施設・在宅を支援する
スタッフとの連携、③摂食・嚥下機能に応じた、

“くちから楽しむ”栄養への取り組み、④在宅療養
を可能とするための介護の工夫、⑤栄養の重要性を
地域住民へ啓発していくことを目的としています。

在宅 NST 勉強会は、第1回は認知症について理解
を深めるための内容で、第2回は、噛む・飲み込む
に重点をおき、第3回は在宅 NST のことについて
詳しく知ってもらうための取り組み、第4回は床ず
れ予防について、第5回は介護食について、グルー
プワークや実演を交えて行いました。住民の方から
は「幅広い専門家の方が関わりあって支援されて
いる様子がよくわかった」、「地域、在宅、みんな
の力の大切さを大いに学ぶことができた」、「実際
に飲み込みやすい食事について、もっと細かいとこ
ろまで知りたい」という感想や、意見がありました。
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継続管理のための情報提供 

・多職種カンファレンス 
 

・退院時指導 

 （管理栄養士・ＳＴ・薬剤師など） 
 

・情報提供資料 

  『栄養サポートチームより 

             お知らせ』 

在宅ＮＳＴへつなぐ 

●褥瘡予防のためにタンパク質を多く含む食品を摂りましょう。 

   褥瘡の治癒と栄養改善を目的に、栄養強化食品を使用。 

 

●嚥下機能の状態にあわせて刻んだり、トロミをつけましょう。 

   ムセがみられたので、特に水分の多いものに注意。 

 

●食欲がない時には、少し味を濃くしたり、分割食にして 

  分けて食べたり、水分の摂取に心がけましょう。 

病院・施設より退院・退所時 

具体的なアドバイス 
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  訪問スタッフからの依頼 

  病院・施設からの継続 

医師による訪問診療 

訪問スタッフ、コ・メディカルの訪問 

在宅ＮＳＴ会議 平成19年４月～月１回実施 

・ 在宅ＮＳＴ管理計画書作成 

・ 症例ごとに対策を立案 

・ 栄養モニタリング・ 評価 

検討件数 

約15件/月 
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在宅ＮＳＴ勉強会の目的    平成21年2月～開催 

①退院後の栄養支援体制の継続 

②病院⇔施設⇔在宅支援スタッフの連携 

③摂食・嚥下機能の維持 

 ”くちから楽しむ”栄養の取り組み 

④在宅での介護の工夫 

⑤栄養の重要性を地域住民へ啓発 

病院・施設・在宅＝地域連携 
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在宅ＮＳＴ勉強会① 

『認知症のある方に在宅で経管栄養するために』 
                    （22施設 86名参加） 

『噛む・飲み込むを保ち、おいしく食べて長生きしよう』 
                    （23施設 90名参加） 

『在宅ＮＳＴのこと、もっと詳しく知りたい』 
                    （19施設 68名 住民19名参加） 

『床ずれ予防と治療 寝たきりでも、床ずれができないケア』 
                    （40施設 104名 住民19名参加） 

『やさしい介護食のはなし』 
                    （46施設 124名 住民17名参加） 

グループワーク 実演（食べる姿勢） 
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そこで、第6回は「男も作れるおいしい治療食・介
護食」と題して、講演と調理実習を行いました。
講演では、治療食・介護食を作るポイントとして、
低栄養予防のためのエネルギー・タンパク質などの
摂り方、咀嚼・飲み込みの状態に応じた調理法につ
いて説明しました。
調理実習は、言語聴覚士による増粘剤を使用したと
ろみのつけかたの実演や、栄養士による介護食の調
理の工夫についてポイントを交えて行いました。簡
単に作れ、栄養価が高く、咀嚼・嚥下機能に配慮し
たメニューを調理しました。また、実際に調理した
ものを、参加者とスタッフでテーブルを囲み、意見
交換をしながら試食しました。

【まとめ】在宅 NST 勉強会は住民参加型 NST 勉
強会へと発展しました。グループワークや体験、実
習を重視し、日常生活にそった、具体的な研修につ
ながりました。また、細かなところまで理解できた
と好評でした。
在宅復帰後の継続的なフォローには、各スタッフの
訪問や在宅 NST 会議での検討が有用であったと考

えます。
潜在的な栄養リスクを、掘り起こすためには、在宅
の実情がよくわかる地域包括支援センターや訪問ス
タッフとの連携を強化し、在宅支援と介護予防事業
の充実を図ることが必要です。
また、住民に栄養の重要性を幅広く啓発するには、
交流の場である在宅 NST 勉強会や健康相談、健康
わくわく21などを充実させ、食生活研究グループ
や保健福祉推進員の活動を支援することも重要です。

病院、施設、在宅の地域一体型 NST が稼動するこ
とで、地域包括ケアシステムのさらなる充実を図る
ことになりました。
今後も、在宅 NST 勉強会の開催の継続と、切れ目
ない栄養支援の充実・拡大に向けて取り組みたいと
思います。
ご清聴ありがとうございました。
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在宅ＮＳＴ勉強会② 

『男も作れるおいしい治療食・介護食』 （60名 住民19名参加） 

治療食・介護食を作るポイント 
 

低栄養予防のためのｴﾈﾙｷﾞｰ 
        ・ﾀﾝﾊﾟｸ質の摂り方 
 

咀嚼・飲み込みの状態に 
          応じた調理法 

実演によるアドバイス 
 

・増粘剤の使用法 
 

・介護食の調理の工夫 

講演 

調理実習 

試食風景 
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まとめ 
●在宅ＮＳＴ勉強会 ⇒ 住民参加型NST勉強会へと発展 

  ⇒グループワークや体験、実習を重視 

   ⇒日常生活にそった具体的な研修につながった 

   ⇒細かいところまで理解できたと好評 

  ⇒各スタッフの訪問や在宅ＮＳＴ会議での検討が有用 

●住民に栄養の重要性を幅広く啓発 

●潜在的な栄養リスクの掘り起し 

●在宅復帰後の継続的フォロー 

  ⇒地域包括支援センターや訪問スタッフとの連携を強化して 

    在宅支援と介護予防事業の充実を図る 

  ⇒交流の場（在宅ＮＳＴ勉強会、健康相談、健康わくわく２１など） 

    食生活研究グループや保健福祉推進員の活動を支援 
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地域包括ケアシステムの充実（地域一体型NST） 

在宅ＮＳＴ勉強会 
（地域連携） 

在宅ＮＳＴ 

保健福祉センター 
訪問看護ステーションなど 

施設ＮＳＴ 
介護 

病院ＮＳＴ 

医療 

福祉 

介護 

保健 

老健、特養 
リハビリセンター 
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