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管理栄養士はどこに？ 
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デイサービス 

特別養護老人ホーム 
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東京都保健医療公社 
「医療連携を推進」 

「地域医療のシステム化」 

平成29年度  

在宅療養 情報整理 

平成28年度  

食事・栄養情報提供書の作成 

地域の管理栄養士との 
関係づくりが必要！ 



平成30年度  
地域医療・在宅サービスの連携強化 

第四次中期経営計画 
「地域包括ケアシステム構築への貢献」 
「医療連携のさらなる充実強化」 

東京都保健医療公社 
「医療連携を推進」 

「地域医療のシステム化」 

平成29年度  在宅療養 情報整理 

平成28年度   食事・栄養情報提供書の作成 



 急性期病院の栄養管理は知られていない 

意見交換の内容 

 個人情報の管理が心配 

 デイサービスで、食事情報がないことによる 
 トラブルが多いようだ 

 少数職場であり、悩みが多い 

 周辺施設の食事情報はほとんど知らない 



地域医療連携の強化のために 

多摩北部医療センター の 

   リーダーシップが期待されている 

地域医療連携の強化のために 

           何が課題なのか？ 

管理栄養士が培ったノウハウを地域に広める 



現状と問題点 

①情報提供の重要事項の決まりがない 

②他施設の業務を知らない 

③地域の人材育成支援体制がない 

④デイサービスでの食事提供時 

 情報がなく困ることが多い 

地域の管理栄養士との連携 
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問題点と取り組み 

問題点 取組み 

①重要事項の決まりがない 情報提供実施要綱の作成 

②他施設の業務を知らない 
情報交換会の開催 
栄養基準を共有 

③人材育成支援体制がない 研修会を企画、開催 

④デイサービスでの食事提供時 
 情報がなく困ることが多い 

デイサービスの現状を知る 
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①「情報提供実施要綱」を作成 

近隣病院間の栄養管理情報提供実施要綱 

 

１ 目的 

  近隣病院間での転院、転所時に管理栄養士が栄養管理情報を電話で伝えることにより、

病院間の栄養管理情報が正確かつ速やかに提供され、患者の状態にあった食事を切れ目

なく提供できるようにすることを目的とする。 

 

２ 対象者 

  多摩北部医療センター、多摩あおば病院、ベトレヘムの園病院、緑風壮病院、久米川

病院の病院間で、転院または転所した患者で、管理栄養士が情報の提供が必要であると

判断した患者。 

 

３ 記録方法 

  電話で連絡した情報、または電話で受けた情報を電子カルテに記録する。 

 

４ 注意事項 

(1) 本情報提供の運用については、必ず施設内で了承を得て実施すること。 

(2) 本情報については、守秘義務を厳守すること。 

また、個人情報保護の視点から FAX[でのやりとりはせず、電話の対応者を決めて

おくこと。 

(3) 本情報については、担当医師に許可を得た上で行うこと。情報提供者はあらかじめ

患者に提供にかかる同意を得ておくこと。 

(4) 本情報提供前に栄養基準や献立等の情報交換を行い、各病院の食事提供内容を理解

しておくこと。また、運用後も意見交換を行い円滑な情報提供に努めること。 

 

2018年 7月 1日 

 

  作成    公益財団法人東京都保健医療公社 多摩北部医療センター 

問合せ先  栄養科 

      〒189-8851 

      東村山市青葉町１－７－１ 

      電話 042-396-3811（内線 2141） 

      担当 大島・久保 

目的 

対象者 

記録方法 

注意事項 
※個人情報について記載 



情報提供実施要綱 

個人情報に配慮した 
より安全な運用が可能に！ 

7月～10月発行40件(月平均10件) 

今後は双方向の 
情報提供を目指す 

目標月7件を上回る 



①情報提供実施要綱の作成 

取り組み 

②情報交換会の開催・栄養基準共有 

③地域の人材育成支援 

④デイサービスの現状を知る 



管理栄養士 
情報交換会の開催 

会の名称：お隣の管理栄養士のお仕事教えての会 
       （お隣会） 
 
日時：平成30年9月20日18:15～20:30 
 
場所：多摩北部医療センター 職員厚生室 
 
内容：仕事内容、栄養基準、課題、提案等 

https://1.bp.blogspot.com/-e5OUtIS7-gc/WcB5sUDJ9xI/AAAAAAABG1s/JPB7b7D0MmIQ3JDl8iPW7D-W2NW8ZaZTQCLcBGAs/s800/kaigi_shifuku_brainstorming2.png


集った栄養基準 

食事の種類や形態を確認できる！ 



お隣会の様子 

行政、歯科クリニック、薬局、老健、特養、 
デイサービス、病院等から計17名集合！ 

栄養基準を改定中です。 
アドバイスください。 

働き始めて3年目で、 
悩むことが多いです。 



お隣会開催で 

周辺地域管理栄養士同士の 
ネットワークをつくるきっかけに！ 

テーマを決め３か月おきに開催 

連携の輪の広がり 

12月14日 



①情報提供実施要綱の作成 

取り組み 

②情報交換会の開催・栄養基準共有 

③地域の人材育成支援 

④デイサービスの現状を知る 



在宅医療や介護に関わる 
管理栄養士人材育成支援 

研修会を企画、開催 



「研修実施要項」を作成 

研修の目的 

研修の実施期間 

研修時間 

研修内容 

多摩北部医療センターにおける地域関係機関管理栄養士の研修実施要綱 

 

１ 研修の目的 

退院後も公社で提供している適切な栄養管理の継続を可能とするため、在宅

医療や介護に関わる管理栄養士の必要な専門知識を提供することを目的とする。 

 対象は、多摩北部医療センター連携地域である北多摩北部地域五市（東村山・

清瀬・東久留米・小平・西東京市）の地域連携医療・介護機関とする。 

 

２ 研修の実施期間 

研修は、原則１日または２日コースとする。 

 

３ 研修時間 

  原則 8：30～17：15 

  研修内容により、決定する。 

 

４ 研修内容 

 以下の(2)～(7)については、研修生に希望を取り決定する。 

(1) 多摩北部医療センター及び栄養科の概要 

(2) 栄養基準と献立 

(3) 摂食嚥下障害について 

(4) 経管栄養について 

(5) 栄養食事指導 

(6) 栄養介入 

(7) 地域連携の意見交換 

(8) まとめ 

 

４ 研修に当たっての必要書類 

(1) 研修依頼書 

(2) 個人情報保護等に関する誓約書 

(3) 感染症申告書（抗体検査結果がある場合） 

(4) 細菌検査報告書（必要に応じて） 

 

 この要綱は、平成 30年 9月 1日から施行する。 

研修に当たっての 
必要書類 



研修の開始 

開始月 ：9月 
 
受け入れ：10月までに 
       薬局から3名 
       デイサービスから1名 



研修カリキュラム例 

  内 容   時間 

午
前 

オリエンテーション 星 8:30 

栄養食事指導説明・見学 鈴木 9:00 

病棟常駐説明・見学 大島 10:30 

午
後 

昼食時食事摂取状況確認 大島 12:00～13:00 

嚥下造影検査見学・説明 大島 13:00～13:30 

休憩   13:30～14:00 

褥瘡回診見学・説明 大島 14:00 

緩和回診見学・説明 久保 15:00 

まとめ・質疑応答 大島 16:00～17:15 



研修の様子 

栄養指導の資料は
どのようなものを
使っていますか？ 

栄養評価の方法を
知りたいです。 



研修体制を整えたことで 

地域の管理栄養士の 
スキルアップ支援が可能に！ 

「在宅訪問時の医師との連携」 
「献立作成・嚥下評価」 

「業務に活用できる」100% 



①情報提供実施要綱の作成 

取り組み 

②情報交換会の開催・栄養基準共有 

③地域の人材育成支援 

④デイサービスの現状を知る 



デイサービス ２か所を見学 

管理栄養士が献立を考え、 

 エネルギー・塩分の調整、 

食形態の個別対応可能 

栄養評価も実施 

利用者が献立を考え、 

利用者自ら買い物し、 

調理も行う 

職員はサポートする 

デイサービス 

アルゴ参番館 
ツクイ 

小平小川 

生活リハビリに力を入れている 
 

栄養管理に力を入れている 

管理栄養士不在 管理栄養士在籍 



デイサービスを見学・意見交換して 

情報提供書には、環境に合った 
実現可能な提案が必須！ 

職員全員に記載時の注意点を伝達 



ケアマネジャー 

ショートステイ担当者 

デイサービス担当者 

訪問看護師 

ご家族 

当院の患者さんが退院 
 

アルゴ参番館へ 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiB5Jnyxv7eAhWD-mEKHc3qBU4QjRx6BAgBEAU&url=https://kaigo-ceremony.jp/%E6%9C%80%E5%AF%84%E3%82%8A%E3%81%AE%E9%A7%85%E3%81%8B%E3%82%89%E9%80%81%E8%BF%8E%E3%83%90%E3%82%B9%E6%9C%89%EF%BC%81%E7%A6%8F%E5%88%A9%E5%8E%9A%E7%94%9F%E3%81%8C%E5%85%85%E5%AE%9F%E3%81%97%E3%81%9F/&psig=AOvVaw3LOWmQNOfn1lKlHPgWEcUk&ust=1543750988971456
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https://3.bp.blogspot.com/-qg77VZduUQk/V2ub12BzJmI/AAAAAAAA7sk/6jW0yuZUngkXKin5Yp0HvUrmh8iBIwmlgCLcB/s800/houmon_shinryou_shifuku.png


食事・栄養情報提供書 
宛先

管理栄養士様　・　栄養管理ご担当者様

記載日 年 9 月 25 日

主要疾患・既往歴

年 1 月 18 日 歳

cm ( 年 月 ) 血液検査値 ( 年 9 月 18 日)

kg ( 年 月 )

ヶ月前 kg

ヶ月前 kg (部位 ）

(部位 ）

総義歯 上 下 / 部分 上 下

栄

養

kcal 60 g ml

：

その他

とろみ：

有 ( )

( )

(商品名 )

)

割 割 (約 kcal程度)

分

度)

： 食物認識障害 食べこぼし 咀嚼困難 開口困難

嚥下障害 その他( )

はし 小スプーン 大スプーン 小フォーク

※使用手 自助スプーン 自助スプーン小 自助フォーク

右 左 自助食器 その他( )

その他（ ）

その他（ ）

褥瘡

吉森　初女

直腸がん、洞不全症候群、ペースメーカ植込み後、高血圧症

1.8

9

Alb

生年月日 94

身

体

状

態

ＢＭＩ CRP

身長 2018

過去の体重

9.81 mg/dL

体重

1924

両下肢

食事・栄養情報提供書

年齢

栄

養

指

導

指導の時期

経
口

自立 見守り 全介助一部介助

経

管

･

経

静

脈

145

36.7

2018

2018

食事からの栄養･水分指示量

食種名

00475904

g/dl9

水分

栄養補助食品/

付加食品

栄養補給方法

成分制限/禁止食品等

主食名称

副食名称

再加工

歯の状態
浮腫

      リハビリテーション科から別途患者さんにお渡ししている「リハビリ手帳」をご参照ください。

①主食の種類、食形態はご希望に合わせる。

②減塩については、必要に応じて。

③よく噛んで食べる。

食物アレルギー

有⇒中間のとろみ:当院ではトロミスマイル使用(お茶100ccに2g)

10 副食 3～9 1100

食形態については、形のままお出ししていましたが、9/19からご希望で一口大でお出ししております。もともとそのままの形のものをよく食べていただい

ておりましたので、これまでと同様のリラックスした環境になれば、食べていただけるかとも思います。主食もご希望でお出ししていましたので、今後もご本

人に合わせてください。ストマのための特別な食事療法はありませんが、よく噛んで食べることは大切です。においや音が気になる場合は、管理栄養士

にご相談ください。減塩食に対しては、ご自宅で薄味に慣れているよう で特に薄いという 訴えはありませんでした。食事の摂取量が少ないため、特別に

減塩にする必要はないと考えますが、浮腫が気になり、摂取量が増えてきた時にはご検討ください。

＊食器の蓋を外

すといった介助は

行いました。

牛乳禁

平均食事時間

あまり理解していなかった

嚥下調整食学会分類

2013

エネ1360kcal塩6g軟菜

20

備考

エネルギー 1360 たんぱく質 水分 1400～1600

提供方法（時間・量など

＊イレウスで緊急

入院により、9/7緊

急手術（人工肛門

造設術）施行。

＊高血圧症、心

臓病あり、また浮

腫が見られたため

減塩食の指示とな

りました。

＊食事開始は

9/10から三分菜、

9/11五分菜、

9/12から軟菜へ

変更となり、順調

にアップしていま

す。

＊軟菜は、ゴボ

ウ・レンコン等噛

み切りにくい食材

はお出ししており

ません。

本人

入院中 退院時

指導の理解度

食事摂取状況

(※一食あたり平均)

主食

機会誤嚥レベル

姿勢

摂取量

特記事項

ポイント

ID

ﾌﾘｶﾞﾅ

氏名

ﾖｼﾓﾘ　ﾊﾂﾒ
記載者 管理栄養士 大島　真理子

その他

食事に関する問題点

受講者

指導内容

使用食器・器具の種類

食事介助の必要性 半介助

よく理解した 理解した やや理解した
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2018

無

無

無

有

有

有

無

ゼリー

経口 経管 経静脈

無 有

無 有

男 女

自歯

義歯

無 有

米飯 全粥 五分粥 三分粥軟飯 おにぎり

ミキサー粥(スベラカーゼ使用) パン 麺 その他

常菜 軟菜 五分菜 三分菜 ソフト ミキサートロミ

無 有 一口大(1～2cm角) きざみ(3～5mm程度)

みじん(2mm程度) ペースト状

添付資料参照

嚥下訓練食品0j 嚥下訓練食品0t 嚥下調整食1j 嚥下調整食2-1

嚥下調整食2-2 嚥下調整食3 嚥下調整食4

椅子 車いす リクライニング ベッド角度(

該当なし

経過や注意点 

３つの提案 

食事の経緯 

退院時の食事の状況 



デイサービス管理者から 

 

 入院中の経過やご本人様のご希望等の
記載もありわかりやすく感じました。 
 このような食事・栄養に特化した情報提
供書をいただけることはほぼない為、安心
してデイでの受け入れをさせていただくことが
でき感謝しております。 
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問題点 取組み 結果 

①重要事項の 
 決まりがない 

情報提供実施要綱の作成 
個人情報に配慮した 

より安全な運用が可能に！ 

②他施設の業務 
 を知らない 

情報交換会の開催 
栄養基準を共有 

地域の管理栄養士の 
ネットワークを強化！ 

③人材育成支援体制 
 がない 

研修を企画、開催 
地域の管理栄養士の 

スキルアップ支援が可能に！ 

④デイサービスでの食事 
 に困ることが多い 

デイサービス見学 
食事・栄養情報提供書を工夫 
安全な食事提供が可能に！ 
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   地域医療の発展へ 

※デイサービスアルゴ参番館にて：写真使用許可いただいています。 


