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１ テーマ選定理由 

胃切除後患者にとって、胃切除後障害を予防するため、食事の内容、量、食べる速さなど、術後の食事療

法が重要である。管理栄養士は退院直前に栄養食事指導を実施しているが、術後食事開始早期からの介入

を行っていなかった。また、退院後の食事については、5～6 回に分けて摂取する少量頻回食を指導している

ものの、具体的なレシピの提案が十分ではなかった。他病院でも分食に特化したレシピ集は使用されていな

い。そこで、胃切除後患者が術後早期から食事のとり方に注意し、退院後も継続できるよう、指導体制と指導

媒体について検討を行うこととした。 

２ 現状と問題点 

（１）胃切除術後の栄養食事指導や栄養管理についての職種間の情報共有が不十分である 

（２）食事開始後早期の指導に管理栄養士が関わっていない 

（３）少量頻回食の具体的なメニュー提示が十分ではない 

３ 改善策 

（１）胃切除術後の栄養、食事療法について理解を深め、情報交換を行う 

外科医師に講師を依頼し、胃切除後の栄養サポートについての科内研修会を実施した。外科医師、病棟

看護師と情報交換を行い当院における胃切除後障害や、入院患者の現状の食べ方を把握した。 

（２）食事開始後早期からの栄養食事指導の整備 

食事開始直後に管理栄養士による栄養食事指導を導入し、退院直前とあわせて、入院中 2 回の栄養食事

指導を行う体制を整備した。指導方法、予約方法等については外科医師、病棟看護師と話し合いを重ね、検

討した。あわせてタブレット端末を使用した指導媒体を作成した。 

（３）分食レシピ集の作成 

栄養科内で分食レシピを募集し、試作を行なった。調理師と管理栄養士で調理方法や材料、分量につい

て検討し、患者が自宅で実践可能なレシピ集を作成した。 

４ 今後の取組み（結果） 

（１）食事開始後早期の栄養指導の実施 

7 月より指導を開始し、11 月までに 22 名の患者に指導を行った。2 回の指導を受講した患者の 8 割以上が

食べ方に注意できたと自己評価し、入院中 2 回の指導について 9 割以上から「役に立った」との評価を得た。 

（２）分食レシピ集の配布 

患者に配布し、レシピ集の使用に前向きな感想を得た。また、ホームページでも一般公開を開始した。 

（３）今後の取組み 

今後は栄養食事指導をクリニカルパスに組み込み、医師・看護師と連携しながら、指導の充実に努めてい

く。レシピ集については調理師、管理栄養士で協力し、メニューを増やすなど内容の更新を行っていく。 
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１ テーマ選定理由 

胃切除後患者にとって、食道逆流、胃内容排泄遅延、ダンピング症候群などの胃切除後障害を予防するた

め、食事の内容、量、食べる速さなど、術後の食事療法が重要である。管理栄養士は、医師の指示に基づき

入院栄養食事指導を行っているが、指導は退院直前に実施することが多く、術後食事開始早期からの介入

を行っていなかった。また、退院後の食事については 5～6 回に分けて摂取する少量頻回食を指導しているも

のの、具体的なレシピの提案が十分ではなかった。他病院でも分食に特化したレシピ集は使用されていない。

そこで、胃切除後患者が術後早期から食事のとり方に注意し、退院後も継続できるよう、指導体制と指導媒体

について検討を行うこととした。 

 

２ 現状と問題点 

（１）胃切除術後の栄養食事指導や栄養管理についての職種間の情報共有が不十分である 

管理栄養士は胃切除術後の栄養管理についての基本的な知識は持っているが、少量頻回食をいつまで

継続するか、分食の内容などの細かい指導内容について医師と直接相談する機会が少なく、医師の指導方

針に沿えているか不安があった。また、指導を退院直前に行うため、入院患者の現状の食べ方を充分に把握

できていなかった。一方、調理師は胃切除後患者の食事療法の重要性は理解しているものの、科学的根拠

について学ぶ機会が少なかった。 

 

（２）食事開始後早期の指導に管理栄養士が関わっていない 

胃切除術後は、胃内容の減少、消化機能の低下等が発生するため、易消化性の食事をゆっくりと良く咀嚼

し、少量頻回に摂取することが推奨されている。特に食事開始直後は食べ方に注意が必要である。くわえて、

患者が退院後も食事療法を継続するためには、病院食を参考にし、入院中から食事に対する意識を高めて

おくことが望ましい。食べ方については、食事開始前に、医師・看護師が DVD を用いるなどして指導をしてい

るが、管理栄養士による食事開始後早期からの介入は、行っていなかった。 

 

（３）少量頻回食の具体的なメニュー提示が十分ではない 

胃切除後患者に対して提供している「胃術後食」は、１日 6 回に分けて提供する食事である。朝昼夕の 3 食

は一般食より食事量を減らして提供し、さらに 10 時、15 時、20 時に「分食」と呼ばれる食事を提供する。自宅

でも少量頻回の摂取を継続するよう指導しているが、患者の中には分食を摂取できず、実践できていない

ケースがある。また、内容が糖質に偏っている患者も多い。指導には胃術切除後専用のリーフレットを使用し

ているが、「分食」についてはイラストで一例を示しているのみであり、具体的に示す指導資料がなかった。 
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３ 改善策  

（１） 胃切除後の栄養、食事療法について理解を深め、情報交換を行う 

①栄養科科内研修の実施 

外科医師に講師を依頼し、胃切除後の栄養サ

ポートについての研修会を実施した。 

胃切除後の栄養についての研究結果等から新 

たな知見を得た。管理栄養士は、日頃の栄養食事

指導時に抱えていた疑問を直接医師に確認し、指

導内容の充実につなげることができた。 

また、調理師は食事療法の重要性について改め

て確認することができた。 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

  

 

 

 

 

②外科医師、病棟看護師との情報交換の実施 

外科医師に胃術後食の量や内容を実物で確認 

してもらい、当院における胃切除後障害の現状に

ついて説明を受けた。病棟看護師とは入院患者の

食事のとり方の現状について話し合い、以下のよう

な問題点を確認した。 

・早食いや食べ過ぎにより、胃内容の排泄が滞る    

ケースがある。 

・食事開始前に医師・看護師が食べ方について

指導を行っているが、遵守できないケースがある。                

患者が食事のとり方に注意し、胃切除後障害を予防するためには、多職種で連携し、繰り返し指導を行

うことが重要との認識を共有した。 

講義内容 

・胃癌術後栄養サポートの体重の維持、予後の改善に対する有効性について 

ACTS-GC（Adjuvant Chemotherapy Trial of TS-1 for Gastric Cancer）、JCOG1104 試験等より 

・３大栄養素が胃切除後患者に与える影響について 

糖質の過剰摂取はダンピング症候群の原因となる 

脂質の過剰摂取は食後の不快感の原因となり、腸管への刺激になる 

たんぱく質は腸管の炎症を抑える働きがある                         

・胃切除後の消化吸収能について 

小腸の通過速度が速く、栄養の吸収がされにくくなるため、生涯 6 回食を推奨する 

経腸栄養剤を経口摂取する場合も、一度に多量摂取せず少量ずつ飲むことが大切である 

・食事回数と味覚障害について 

食事回数が少ない患者は、味覚障害を起こしやすい 

・耐糖能について 

急激な血糖上昇と降下を繰り返し、HbA１c が上昇してくる患者も多い 
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（２）食事開始後早期からの栄養食事指導の整備 

食事開始直後に管理栄養士による栄養食事指導   

を導入し、退院直前とあわせて、入院中 2 回の栄養

食事指導を行う体制を整備した。食事開始後早期は

食事の食べ方について重点的に指導し、退院直前

は、退院後の食事内容について指導することとした。

従来から病棟看護師が行ってきた食べ方の指導も

継続し、食事療法の重要性を多職種から指導できる

ようになった。 

①指導時期、指導場所等の検討 

外科医師、病棟看護師と話し合いを重ね、検討した。胃癌手術のクリニカルパスでは、食事開始は術後

3 日目となっている。管理栄養士は食事開始の翌日に早期の指導を行い、指導場所は患者の負担を考慮

し、ベッドサイドで行うこととした。指導時間はオンコールとし、管理栄養士が当日の指導予約状況に応じて

時間を調節して対応する。退院直前の指導は従来どおり、栄養指導室での指導を継続することとした。患

者への連絡や、当日の時間調整は病棟看護師の協力を得て行なっている。 

②指導媒体の作成（別添 資料１） 

    食べ方や胃術後食の特徴を具体的に示すことができ、患者の印象に残る方法を検討した結果、タブレッ

ト端末を活用し、動画や写真を提示して指導を行うこととした。 

食べ方については、望ましい食べ方を動画で示すこととした。メンバーの調理師がモデルになり、ゆっくり

食べるコツを実践した映像を撮影した。              

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

また、指導時には患者は流動食を喫食していることが多い。その後

の食事がどう変化していくのか、口頭での説明では想像がつきにくい。

そこで、流動食から軟菜までの各食事の写真を撮影し、食上げの段階

をわかりやすく示した。3 食の食事と分食についても同様に撮影し、１

日の食事の流れがわかるようなスライドを作成した。 

さらに、指導後も患者の手元に残るよう、食事のとり方と、胃術後食の特徴を記載したリーフレットを配布 

することとした。 

 

（３）分食レシピ集の作成 

少量頻回食を具体的に指導するため、分食のレシピ集を作成することとした。 

 

 

ゆっくり食べるコツを実演 

・少量ずつとり、一口の量を少なくする 

・口に運んだ後は、箸やスプーンを一旦置く 

・よく噛む（一口につき、30 回） 

・汁物もスプーンですくって口に運び、味わって 

飲み込む 
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① 分食レシピの選定条件の検討 

これまで栄養食事指導に来室した患者の分食摂取状況について、管理栄養士間で情報交換を行ったと

ころ、4 点の問題点が挙げられた。 

  ・菓子類、パン、ご飯等糖質主体の食品に偏っていることが多く、たんぱく質の摂取が不足しがちである。 

  ・糖尿病併存患者が分食として甘いものを摂取し、血糖コントロールの悪化につながるケースがある。 

  ・分食を準備することを負担に感じたり、面倒になり、分食をとらないケースがある。 

  ・仕事復帰後の患者は分食をとる時間の確保が難しい。 

また、外科医師より糖質の過剰摂取はダンピング症候群の原因になるため、たんぱく質を積極的に摂取 

した方が良いとの助言を得た。これらの問題点や助言から、以下のような分食レシピ選定条件を設定した。 

 

 

 

 

 

 

 

②分食レシピの募集と選定 

栄養科内で分食レシピを募集した。その中から、①の条件を満たし、より食べやすく作りやすいものを選 

定し、試作を行った。 

試作を行いながら、調理師と管理栄養士で調理方 

法や材料、分量について検討し、患者が自宅で実践 

可能なレシピを作成した。レシピには調理師ならでは 

の美味しく仕上げるコツやアイディアも取り入れてい 

る。作り方については、手順をできる限り少なくし文

字を大きく見やすく構成した。さらに、冷蔵庫にある 

残り物のおかずに一工夫してできる簡単メニューや、

スーパーやコンビニエンスストアで手軽に購入でき、

そのまま食べられる食品例も掲載した。料理ができな

い、分食の準備が面倒だと感じている、仕事の都合で分食の時間が限られているなどの患者にも活用でき

るようにした。（別添 資料２） 

 

４ 今後の取組み（結果） 

（１）食事開始後早期の栄養指導の実施 

①指導実施状況 

    7 月より指導を開始し、11 月までに 22 名の患者に指導を行った。医師・看護師・管理栄養士の複数の

職種で食事療法の重要性を繰り返し指導することができるようになった。 

入院中は１週間につき１回を上限とし、合計 2 回まで栄養食事指導料（初回 260 点、2 回目 200 点）を

算定することが可能である。当院では、年間約 100 例の胃癌手術実績がある。従来は退院時１回のみ実

施していた指導を全例に 2 回行うと、約 100 件の指導料算定件数増加が期待できる。 

 

  分食レシピ選定条件 

・消化が良く、胃切除術後患者に適していること    ・家庭で揃えやすい材料であること 

・たんぱく質を摂取できること                ・調理の手間が少なく、簡単に作れること 

・甘くないこと                         ・どの家庭にもある調理機器で作れること 
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②患者の実践状況と栄養食事指導に対する評価（別添 資料３） 

退院直前の指導時に、食事のとり方についての実践状況を患者（2回の指導を実施済みの14名）に確

認した。「良く噛んで食べたか」の問いに対しては、13 名（93％）の患者が実践できたと評価したが、4 名

（29％）の患者で食事にかける時間が 20 分未満であった。栄養食事指導では 20～30 分かけて食べるよ

う指導している。自己評価と実際の速度に乖離がみられたが、多くの患者が食べ方に対して意識はでき

ていたと考えられる。今後は目安となる食事時間を明確に患者に伝え、ゆっくり食べることを指導する必

要があると考える。 

「医師の指示した食事量を守れたか」との問いに対しては、12 名（86％）が遵守できたと回答した。（胃

術後食は、一般食より１回の食事量が少なくなってはいるが、それでも手術直後は、提供された食事を全

量摂取しないよう、医師は患者に指示している。） 

「食事開始直後の指導は食べ方の参考になったか」との問いに対しては、13 名（93％）の患者が「参考

になった」と回答した。入院中 2 回の指導についても 13 名（93％）の患者から「役に立った」との評価を得

た。 

  

（２）分食レシピ集の配布 

   10 月より外来栄養食事指導時に配布を開始した。配布した患者からは「作ってみたい」、「食べてみたい」、

「こんなレシピ集が欲しかった」、とレシピ集の使用に前向きな感想をいただいた。また、12 月からはホーム

ページでの一般公開を行っている。 

食事療法は退院後の継続が大変重要であり、実用的な指導資料を使用することが必要である。退院後の

指導資料作成に調理師が関わることは、直営の調理師が所属する当院ならではの取組である。調理師と管

理栄養士がそれぞれの専門性を活かして協力した結果、患者の取組み意欲を醸成し、食事療法の継続を支

える、活用しやすい資料が作成できた。 

 

（３）今後の取組み 

   今回の活動で、胃切除術後患者の栄養食事指導の体制と指導媒体の充実に取り組んだ。今後は栄養食

事指導をクリニカルパスに組み込む予定である。入院中 2 回の指導を標準化し、医師・看護師と連携しながら、

指導の充実に努めていく。 

   また、分食のレシピ集については、より多くの胃切除術後患者の食事療法の実践に役立つよう、調理師、

管理栄養士で協力し、メニューを増やすなど内容の更新を行っていく。 
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指導媒体 

食事の段階による変化 

 

       流動食             三分菜            五分菜             軟菜 

 

 

１日の食事の流れ（朝昼夕＋3 回の分食） 

 

 

      朝食        10 時分食       昼食      15 時分食       夕食       20 時分食 

 

  患者配付用リーフレット 

 

資料１ 
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分食レシピ集 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料２ 
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ゆっくりよく噛んで食べたか（ｎ＝14）

いいえ
7%

はい
93%

食事開始直後の指導は食べ方の
参考になったか（ｎ＝14）

参考になっ

た

93%

参考になら

なかった

7%

 

患者の実践状況と栄養食事指導に対する評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入院中2回の指導は役に立ったか（ｎ＝14）

無回答

7%

役に

立った

93%

１食の食事にかける時間（ｎ＝14）

20～30分

未満

57%

10分未満

0%
3１分

以上

14%
10～20分

未満

29%

医師が指示した食事量を守れたか（ｎ＝14）

はい
86%

その他

7%

いいえ

7%
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