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多摩北部医療センター 

テーマ名 

「入院前から退院後までの切れ目のない栄養管理を目指して」 

サークル名 これまでなに食べた？ 

メンバー名 

栄養科：◎○大島 真理子、久保 沙織 

看護部：星野 和子 

薬剤科：林 恵子、江藤 壮志 

庶務課：滝川 篤史 

１. テーマ選定理由 

 これまで栄養科では、公社の理念である「医療で地域を支える。」ため、地域に開かれた栄養科を目指して様々な取り組み

を行ってきた。平成 28 年から行ってきた取り組みにより、入院中から退院後までの体制整備はできたが、入院前からの食事

や栄養に関する情報が不足していることで、入院中の栄養介入が遅延、食物アレルギーや食形態等に対する安全な食事提

供に影響が出るなどの問題が見受けられた。また、平成 30 年度診療報酬改定において、入院時支援加算が新設され、この

支援の中には、「栄養状態の評価」が実施すべき項目の 1 つとして挙げられ、「入院中の看護や栄養管理等に係る療養支援

の計画を立てる」こととなっている。また、公社病院の第四次中期経営計画では、地域包括システムの貢献として、「円滑な在

宅以降のために、患者支援センターを最大限に活用しながら、入院早期から退院を視野に入れた在宅以降支援を推進する」

ことが掲げられた。このような背景の中、今年度は、入院前から栄養状態や食事の情報を管理栄養士が把握し対応すること

により、食事や栄養面においても安心して入院できる体制の強化及び入院前から退院後までの切れ目のない栄養管理の実

施を目的に、本テーマを選定した。 

２. 現状と問題点 

（１）患者支援センターの仕組み、患者の特徴等の管理栄養士の理解不足や常駐時の居場所や配線も検討されていない。 

（２）入院前からの食事や栄養状態に関する知識や実践が不十分である。入院後に食物アレルギーについて問診するため、

1 食目に間に合わず、配膳が遅れることがある。 

（３）患者支援センターへの管理栄養士の関わり方の実践例が少ない。 

３. 改善策 

（１） 患者支援センターに対する理解を深めるための研修の実施、常駐時の環境整備、他病院の情報収集、フローの作成 

（２）入院前栄養評価に関する情報収集、問診票及びテンプレートの作成 

（３）患者支援センター常駐の開始、マニュアル作成 

４. 結果と今後の取り組み 

（1）患者支援センター常駐後のアンケート評価から、管理栄養士が患者支援センターに常駐することで、より安全な食事を提

供することができるようになったと考える。寄せられた意見を参考に、より良い体制を今後も模索していきたい。 

（２）今後の取り組み 今後、栄養や食事に関して、さらに地域連携を推進していくために、必要だと思われる取り組みは以下

の通りである。現在は、情報提供書の作成など病院側からの栄養や食事に関する発信が多くなっているため、今後地域から

の情報提供のあり方を検討する方策として、東村山市南部地域包括センターとの地域ケア会議を開催し、ケアマネジャーと

入院前の情報提供について意見交換を行った。これらの取り組みの継続により、さらに地域連携を強固にしていきたい。 

 今回の取り組みにより、入院前から退院後まで、切れ目のない栄養管理を行う一つの道筋ができたと考える。 今後は、患

者支援センターに常駐しているメリットを活かし、大学病院や都立病院の周術期支援センターが行っている栄養指導のように、

医師の指示のもと栄養状態の維持・改善が必要な患者等に、その場で栄養指導ができるような体制を検討する。 また、患者

支援センターに管理栄養士が常駐している病院は全国でも少数であることから、当院の取り組みについて、可能なことから参

考にしてもらえるように発信していく。 このことにより、公社病院の目指す「地域包括ケアシステム構築への貢献」の一環であ

る「入院前・早期からの退院を視野に入れた在宅移行支援の推進」に貢献できると考える。 
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１. テーマ選定理由 

 これまで栄養科では、公社の理念である「医療で地域を支える。」ため、地域に開かれた栄養科を目指して様々な取り組み

を行ってきた。平成28年度10月から退院後も栄養管理が重要となる患者については食事・栄養情報提供書の運用を始めた。

29 年度は、在宅療養の現場で必要とされる情報について送付先に聴き取りで調査し、情報提供書へ反映する体制整備に取

り組んだ。さらに 30 年度は、地域の医療・福祉施設の管理栄養士及び在宅医療や介護サービス提供者との連携を深めるた

め、交流会の開催、人材育成支援等に取り組み、地域の医療・福祉施設の管理栄養士やケアマネジャーとの連携を強化し

た。 

このように、入院中から退院後までの体制整備はできたが、入院前からの食事や栄養に関する情報が不足していることで、

入院中の栄養介入が遅延、食物アレルギーや食形態等に対する安全な食事提供に影響が出るなどの問題が見受けられた。

また、平成 30 年度診療報酬改定において、入院前から「入院生活」「退院」「退院後の生活」を見据えて行う支援の評価とし

て、入院時支援加算が新設された。この支援の中には、「栄養状態の評価」が実施すべき項目の 1 つとして挙げられ、「入院

中の看護や栄養管理等に係る療養支援の計画を立てる」こととなっている。また、公社病院の第四次中期経営計画では、地

域包括システムの貢献として、「円滑な在宅以降のために、患者支援センターを最大限に活用しながら、入院早期から退院

を視野に入れた在宅以降支援を推進する」ことが掲げられた。 

このような背景の中、今年度は、入院前から栄養状態や食事の情報を管理栄養士が把握し対応することにより、食事や栄

養面においても安心して入院できる体制の強化及び入院前から退院後までの切れ目のない栄養管理の実施「を目的に、本

テーマを選定した。 

 

２. 現状と問題点 

  

（１）患者支援センターの仕組み、患者の特徴について 

 管理栄養士は、週 1 回の患者サポートカンファレンス以外で患者支援センターに直接関わってこなかったことか

ら、患者支援センター自体の仕組みや、どのような患者が立ち寄り、看護師や薬剤科がどのように対応しているの

か、ケアマネジャー等からの情報提供があるのかなど、よく理解していない現状がある。また、管理栄養士の常駐

時の居場所や電子カルテの配線及び問診の流れ等の検討がされていない。 
 
（２）入院前からの食事や栄養状態に関する情報収集について 

入院中や退院時における栄養状態の評価は、SGA（Subjective Global Assessment 主観的包括的栄養評価）、検査データ

等で行っているが、入院前の「栄養状態の評価」にはどのような項目が必要か、知識や実践が不十分である。 
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また食物アレルギーの情報は、患者支援センターから連絡票による連絡のため、具体的な対応については不明のことが多

く、入院後に改めて管理栄養士が訪問して問診する。個別献立が必要な場合は、献立作成後に食事を作るため、食事を遅

らせて提供することもあり、課題となっている。 

  

（３）患者支援センターへの管理栄養士の関わり方について 

 公社病院では「栄養状態が不良」または「食物アレルギーや宗教上の禁忌食品がある」場合は、オンコール体制で関わって

いる。管理栄養士が常駐している病院がないため、関わり方についての実践例の情報が得にくい。 

 

３. 改善策 

 

（１）患者支援センターに対する理解を深めるために 

ア 研修及び検討会の実施 

 患者支援センターに所属する主任看護師に相談し、管理栄養士に対して患者支援センターの仕組みや現状についての研

修を実施してもらった。また、管理栄養士が患者支援センターに常駐する場合の居場所や問診の流れ等の検討会を行った。

後日、実際に患者支援センターで、庶務課と連携し、配線や配置を決定し、薬剤科と連携し、流れや問診内容について確認

を行った。 

 

イ 患者支援センターに関する情報収集 

 他病院で行っている患者支援センターにおける管理栄養士の取り組みについて情報収集した。 

 公社病院では、管理栄養士の常駐はなく、食物アレルギーがある、栄養状態が不良の場合に、オンコール対応、また術前

等必要時の個別栄養食事指導を行っていた。 

 常駐している病院は、北多摩地区ではなく、全国に広げて探したが、インターネットで検索できる範囲では、長崎、長野に 1

病院あることが分かった。他には大学病院の周術期支援センターに常駐している場合もあった。 

このことにより、常駐体制は独自に検討する必要があることがわかった。 

 

ウ 入院前から退院後までの管理栄養士の関わり方 

 入院前から、退院後までの管理栄養士の関わり方についてフローを作成した（図１）。患者支援センターでの活動では、期

待される効果として、患者・家族サービスの一層の向上 及び 地域医療機関･介護福祉施設･行政等の地域からの信頼獲

得を謳っている。管理栄養士の業務は多岐にわたるため、自身が今、どのような位置づけで業務を行っているのか、わかるよ

うに工夫し、一連の流れにより切れ目のない栄養管理に繋がるように工夫した。 

 

（２）入院前栄養評価に関する情報収集、問診票及びテンプレートの作成 

入院前栄養評価には、どのような手法があるのか検討した。 

入院時には、SGAを看護師が行い、それに基づき管理栄養士が栄養評価を行っている。入院前も同様にSGAを行うことを

考えたが、患者支援センターの問診は、患者に負担をかけないよう短時間で評価する必要がある。SGA は、皮膚の性状、消

化器の諸症状、身体機能、ストレス、身体状況を主観的に判断しなければならず、その場の慌ただしい状況ですぐに判定す

るには難しいと考えた。 

そこで、在宅医療の現場における栄養評価には、MNA-SF が高齢者の栄養スクリーニング法としてよく使用されており、評

価が点数化され、その場ですぐに判断できることから、入院前栄養評価に用いることとした。 

MNA-SF と共に、入院前の問診に必要な情報、食物アレルギーの有無、宗教上の禁忌食品の有無、食形態の工夫の必要

性等の項目を追加し、問診票を作成した。さらに、外国人にも対応できるように英語版も作成した。これらの項目を、電子カル

テに確実に記載するため、テンプレートを作成し、必要事項の漏れがないように工夫した。 
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                                                                    （一部抜粋） 

また、入院後に介入が必要と考える患者を、病棟担当管理栄養士につなげられるよう、伝達用紙を作成した。 

 

 

（３）患者支援センター常駐の開始 

5 月から患者支援センターへの常駐を、時間限定で行った。5～6 月は、午前中のみとし、時間を検討した。7 月からは、10

時 15 分～16 時 45 分までとし、食品禁忌対応等の問診の漏れがないように、常駐時（予定入院）、常駐していない時間帯（緊

急入院）に分け、食物アレルギー及び宗教上の理由による食品禁忌対応のフローを作成した。 

また、患者支援センターに常駐するため、業務のマルチタスク化を進め、常用パート 3 名は、検品、個別献立業務、病棟業

務、外来業務等、管理業務を含まない全ての業務を遂行できるように話し合った。さらに、患者支援センターでの管理栄養士

の基本的な動き、問診内容、問診時の注意点、問診後の対応、常駐終了後の作業について記載したマニュアルを作成し

た。 

患者⽀援センター ⇒ □3 東 □3 ⻄ □4 東 □4 ⻄ □5 東 □5 ⻄ □6 東 □6 ⻄病棟担当管理栄養⼠ 
年    ⽉    ⽇

ID                  患者名                  様  ⼊院⽇              
MNA-SF      点 （12-14︓栄養状態良好 8-11︓低栄養のおそれあり 0-7︓低栄養） 
確認事項  □栄養状態  □⾷事摂取状況  □⾷形態  □栄養指導 
        □その他（                                            ） 

⼊院前栄養状態等に関する問診票 
問診⽇        年     ⽉     ⽇ 問診担当              

No       ID                    患者名                  様   年齢      歳 
⼊院⽇        年     ⽉     ⽇    ⼊院病棟            科          
⼊院歴 □無 □有（いつ              ）⇒最後の⾷種・対応（                       ） 
過去の管理栄養⼠介⼊・指導等の有無 □無 □有（                                               ） 
今回の⼊院⽬的 □検査 □⼿術 □化学療法 □教育⼊院 □その他（                        ） 
【⾷事対応】 

医師指⽰⾷種 （                          ） 
特別治療⾷調整必要性の有無 □無  □有（                                      ） 
⾷物アレルギーの有無 

   □無   □有⇒□禁⽌（                   ） □⼀次除去（                   ） 
              □完全除去（                ） 

宗教上の禁忌⾷品の有無 
   □無   □有⇒□禁⽌（                   ） □完全除去（                   ） 

嗜好等による禁忌⾷品の有無 □無   □有⇒（                                          ） 
⾷形態調整の必要性の有無  □無   □有⇒（                                        ） 

【栄養状態】 
  ⾝⻑（     ）cm  体重（      ）kg  BMI（       ） □聴き取り  □測定 （患者基本⼊⼒） 
問診票「ご⼊院の皆さまへ」から 

  ⾷欲         □有  □無⇒（症状・理由等                                         ） 
  むせ          □無  □有   
  飲み込みにくさ  □無  □有   
MNA-SF（簡易栄養状態評価表） ＊65 歳未満も、暫定で使⽤。必要に応じて SGA 実施。⼩児は成⻑曲線。 

A 過去 3 か⽉間で⾷欲不振、消化器系の問題、咀嚼・嚥下困難などで⾷事量が減少しましたか︖ 
0＝著しい⾷事量の減少  1＝中等度の⾷事量の減少  2＝⾷事量の減少なし 

 

B 過去 3 か⽉間で体重の減少がありましたか︖ 
0＝3kg 以上の減少     1＝わからない     2＝1〜3kg の減少   3＝体重減少なし 

 

C ⾃⼒で歩けますか︖ 
0＝寝たきりまたは⾞いすを常時使⽤   1＝ベッドや⾞いすを離れられるが、歩いて外出はできない 
2＝⾃由に歩いて外出できる 

 

D 過去 3 か⽉間で精神的ストレスや急性疾患を経験しましたか︖ 
   0＝はい   2＝いいえ 

 

E 神経・精神的問題の有無 
0＝強度認知症またはうつ状態  1＝中等度の認知症  2＝精神的問題なし 

 

F１ BMI              0＝19 未満  1＝19 以上  2＝21 以上 23 未満  3＝23 以上  
F２ ふくらはぎの周囲⻑(cm)  0＝31cm 未満   3＝31cm 以上       cm □右 □左 
12-14︓□栄養状態良好  8-11︓□低栄養のおそれあり（At risk）0-7︓□低栄養   合計  

   

・電⼦カルテ「患者基本」への⼊⼒  □済   
・電⼦カルテ「⾷事オーダ」への⼊⼒ □必要なし □済 □未 ⇒□患者サポートセンターとの連絡票に記載 
                                       ⇒□病床担当看護師(7400)に連絡 ⇒□⼊⼒ 
・電⼦カルテ記載  □済 
・病棟担当へ伝達の必要性 □無  □有⇒□済（           ）へ 

Medical sheet before hospitalization  
⼊院前栄養状態等に関する問診票 

問診⽇        年     ⽉     ⽇ 問診担当             
No       ID                    患者名                  様 
⼊院⽇        年     ⽉     ⽇    ⼊院病棟            科          
⼊院歴 □無 □有（いつ              ）⇒最後の⾷種・対応（                       ） 
過去の当院の管理栄養⼠介⼊・指導等の有無 □無  □有（                                        ） 
消化器⼿術予定  □無 □有⇒指導 □⼊院前     年  ⽉  ⽇    □⼊院後     年  ⽉  ⽇ 
【⾷事対応】 

医師指⽰⾷種 （                          ） 
特別治療⾷調整必要性の有無 □無  □有（                                      ） 
Do you have any food allergies? 
⾷物アレルギーの有無 

   □無   □有⇒ 
         Remove itself                        Remove largely                   

□禁⽌（                   ） □⼀次除去（                   ） 
           Remove completely 
         □完全除去（                ） 

Do you avoid any kinds of foods for religious reasons? 
宗教上の禁忌⾷品の有無 

   □無   □有⇒□禁⽌（                   ） □完全除去（                   ） 
Do you avoid any kind of foods due to personal taste? 
嗜好等による禁忌⾷品の有無 □無   □有⇒（                                          ） 
Do you need the deit  for  swallloing difficulty? 

⾷形態調整の必要性の有無  □無   □有⇒（                             
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４. 結果と今後の取り組み 

 

（1）患者支援センター常駐後の評価 

ア 患者支援センターにおける管理栄養士常駐の実績 

 

   5 月、6 月は午前中のみ、7 月は午前・午後に時間を決めて常駐した。また、介入数とは、食物アレルギーや禁止食品、

食形態の調整、栄養介入の必要性あり入院担当管理栄養士と連携した数の実績である。 

 

 

 

患者支援センター 管理栄養士マニュアル（PHS7737） 
2019 年 7 月 24 日 栄養科内用 

常駐時間：午前 10 時 15 分～13 時 30 分 午後 13 時 30 分～16 時 45 分 
対象患者：予定入院患者のみ。眼科入院は食止退院のため問診しない。 
【基本的な動き】 
  患者さんの状況により、順番は前後する。臨機応変に対応する。 

時間帯 動き 
午前 薬剤師の後に問診、会計に案内 
午後 看護師の後に問診、薬剤科に連絡（PHS7620） 

  ※術前や食欲不振等で個別栄養食事指導の依頼については、個室（患者支援センター又は薬剤科）を借り、

栄養科職員をフォローに呼ぶ。外来栄養食事指導が少ない時は、担当と調整する。 
【問診前情報収集】 
・ID、患者名、入院日は、受付後ろに置かれる入院患者用ファイルから転記する。 
・年齢、病棟、担当科、入院歴、過去の介入歴、入院目的、入院時の指示食種は、電子カルテから転記する。 

【問診時】 
食事対応 食物アレルギーの有無、宗教上の禁忌食品の有無、嗜好等による禁忌食品の有無、食形態

調整の必要性の有無は必ず問診。 
栄養状態 身長・体重は、過去の測定値を確認しておく。最新の測定値がわかる場合は患者基本に入

力する。食欲、むせ、飲み込みにくさ、MNA-SF を確認する。 
ふくらはぎ（下腿）周囲長は、小児以外は原則測定。浮腫がある場合はその旨カルテに記

載しておく。 
MNA-SF は 65 歳以上を対象とするが、65 歳未満の方も暫定で使用し、必要に応じて血液

検査値の確認や SGA を実施する。小児は成長曲線を使用する。 
【問診後】 
・問診内容について、テンプレートを用いて入力。 
・「患者基本」に禁忌食品等を入力。なければ「アレルギーなし」をチェックする。 
・低栄養が心配される等がある場合は、病棟担当へメモ（専用のメモ）で引き継ぐ。（引き継ぐ基準は下記） 

・食物アレルギー、宗教上の禁忌食品、複雑な禁止食品がある 
・MNA-SF 11 点以下（低栄養のおそれあり At Risk） 
・低栄養が心配される（SGA 等で評価、化学療法施行予定、消化管手術予定 等） 
・食形態に工夫が必要  等 

・食事オーダでコメントの追加等が必要な場合はすぐに入力。入院決定されていない場合は、病床担当看護師

に決定依頼（PHS7400）。医師の指示が必要な場合は、電話もしくは付箋機能を用いて提案し、病棟担当へ

引き継ぐ。 
・食物アレルギーや宗教上禁忌食品により、複雑な対応が必要な場合は、その日の個別献立担当に連絡し、入

院時 2 食分は献立を立てておくよう依頼する。（入院決定されていないと部門システムには反映されないた

め、確認してから依頼する） 
【終了後】 
 ・問診票は、鍵のかかるロッカーに日付順に保管する。 
 ・問診をとった患者数、うち栄養介入数を記録用紙に記載する。 
  栄養介入数カウント対象：食物アレルギー登録、禁忌食品登録、食形態変更登録、病棟担当へ伝達 等 
 ・問診以外で相談などがあり関わった患者については、リストに記載しカウントする。 

40
47

123 106
94

5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉

 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 

うち、介入数 
40 

35.1% 

47 

34.8% 

123 

41.8% 

106 

38.6% 

94 

40.5% 

全体 114 135 294 275 232 
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イ 患者支援センターにおけるアンケート実施 

患者支援センターに常駐する看護師、薬剤科及び管理栄養士に常駐後の状況についてアンケートを行った。 

対象者：看護師 5 名 薬剤師 1 名・薬剤補助 4 名 管理栄養士 5 名 

質問１-1 管理栄養士が常駐し、問診をとることに対して、どのように思われますか。 

   

質問 1-2 安全になったと思われる項目に○をつけてください。（複数選択可） 

   

質問 2 栄養に関する問診業務が、入院早期から退院困難な要因を有する患者の抽出に役立つと思いますか。 

（看護師、管理栄養士） 

   

質問 3 病態に合った適切な食事オーダにつながると思いますか。（管理栄養士のみ） 

 「つながる」が 100％となった。 

自由記載 

（看護師） 

・食事に関しては、アレルギーや食欲低下など患者・家族の訴えも多く、常駐して下さる事のメリットは Ns からしても大きい

です。今後も患者サービスの一環としてどのように情報共有を行っていくか検討していきましょう。よろしくお願いします。 

・支援センター常駐するようになり、栄養や食事について、疑問をすぐ聞けるようになりました。個人的にはとても助かってい

ます。アレルギーたくさんある人なども直接栄養士さんに話して聴いてもらえるので、患者さんにとっても安心につながるの

ではないかと思います。 

・10：15 以前の対応をどうしたらよいか迷う事が多いです。（今まで通り用紙記入だけで良いのか、CALL した方がよいの

か）16：45 以降サポセン対応している時間も迷います。（原文ママ/サポセン：患者支援センター） 

0
1
2
3
4
5

特にこれまでと変わ

らない

より安全になった

時間がかかり面倒に

なった

0
2
4
6
8

10
12

管理栄養士

薬剤師・薬剤補助

看護師

0
1
2
3
4
5

看護師 管理栄養士

役に立たない

少し役立つ

役立つ

看護師及び管理栄養士は、

100%が「より安全になった」

との回答だった。 

「安全になった」項目では、

「食物アレルギー聴き取り」

次に「食形態調整」となった。 

看護師、管理栄養士とも

100%となった。 
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（薬剤師・薬剤補助） 

・服用薬に対応する栄養指示が確実に行われている情報交換を望む。 

・入院中の患者さんの唯一の楽しみが食事だと思いますので、事前に丁寧に確認していただけるのはとてもいいと思いま

す。 

 

（管理栄養士） 

・入院前より、病態に合った食事オーダや早期栄養介入につなげることが出来るようになったと感じています。今後は、患

者支援センターにおいて栄養食事指導ができる体制になっていくと良いと思います。 

・入院前から、退院後まで一貫して栄養管理ができると、患者さんの QOL 向上に貢献できると思うし、管理栄養士自身の

視野が広がりスキルアップになると思う。 

・食物アレルギーの聴き取りが事前にできているため、献立作成を前もってできるようになった。食形態の調整を行なうこと

で、入院日から患者さんの状態に合わせた食事を提供できるようになった。 

 

以上の結果から、管理栄養士が患者支援センターに常駐することで、より安全で患者満足度の高い食事を提供することが

できるようになったと考える。また、入院前から、退院後まで、病院の管理栄養士ができる、切れ目のない栄養管理を行う一

連の道筋ができたと考える。 

 

（２）今後の取り組み 

 今後、栄養や食事に関して、さらに地域連携を推進していくために、必要だと思われる取り組みは以下の通りである。現在

は、情報提供書の作成など病院側からの栄養や食事に関する発信が多くなっているため、今後地域からの情報提供のあり

方を検討する方策として、東村山市南部地域包括センターとの地域ケア会議を開催し、ケアマネジャーと入院前の情報提供

について意見交換を行った。これらの取り組みの継続により、さらに地域連携を強固にしていきたい。 

 また、患者支援センターに常駐することで、入院前から栄養介入が必要な患者からその場で相談されアドバイスを行うことも

あった。しかし、その場では医師の指示がないため一般的なアドバイスになることが多い。特に周術期の患者には、速やかに

手術、退院までつなげるため、栄養管理が必要なことが多い。今後は、患者支援センターに常駐しているメリットを活かし、大

学病院や都立病院にある周術期支援センターが行っている栄養指導のように、栄養状態の維持・改善が必要な患者にはそ

の場で栄養指導ができるような体制整備を考えている。 

 さらに、患者支援センターに管理栄養士が常駐している病院は少数であることから、今年度、当院の取り組みを参考にして

もらう目的で開始した公社病院栄養科との交流研修は継続し、都立病院へも係長会での研修等を行い情報発信をしていく。 

 これらの取り組みにより、公社病院の目指す「地域包括ケアシステム構築への貢献」の一環である「入院前・早期からの退院

を視野に入れた在宅移行支援の推進」に結びつくと考える。 

― 159 ―



 

図１ 患者支援センター「入退院支援部門」における管理栄養士のかかわり 
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