厚生労働省
令和３年度障害者総合福祉推進事業
障害特性を踏まえた栄養ケア・マネージメントのあり方に関する調査研究

（1）
－ 143 －

目次
···································································· （5）147

Ⅰ．はじめに

Ⅱ．栄養ケア・マネジメントとは
１．理念

·················································································· （6）148

２．障害者の意思決定支援
３．定義

·········································· （6）148

··························································· （7）149

·················································································· （9）151
············································································ （9）151

４．基本構造
５．体制づくり

········································································ （10）152

Ⅲ．栄養ケア・マネジメントの実務のすすめ方

························ （13）155
····· （14）156

ステップ１

サービス開始時の情報収集と利用者への説明

ステップ２

暫定的な食事及び栄養補給の決定

ステップ３

栄養スクリーニング（サービス開始時）の実施 ····· （16）158

ステップ４

栄養アセスメント

ステップ５

栄養ケア計画（原案）の作成

ステップ６

サービス担当者会議の参加･栄養ケア計画の完成 ··· （31）173

ステップ７

入所者または家族への説明

ステップ８

栄養ケアの実施

ステップ９

実施上の問題点の把握・モニタリング

ステップ 10

再栄養スクリーニング

ステップ 11

栄養ケア計画の見直し・継続
退所時の説明等

ステップ 12

··················· （16）158

······································· （21）163
························· （29）171

···························· （32）174

·········································· （32）174
············· （34）176

································· （35）177
························ （35）177

·········································· （35）177

サービス評価と継続的な品質改善活動

············· （36）178

Ⅳ．栄養ケア・マネジメントの事例（帳票（様式例）の記載例） ···· （38）180

（3）
－ 145 －

1

··································· （55）197

Column 栄養ケアのための知識と考え方

································· （56）198

Column 1 栄養スクリーニングの基本
Column 2 身体計測のために

············································ （57）199
································· （61）203

Column 3 栄養アセスメントについて

Column 4 成人や高齢者の口腔の評価と対応

······························ （70）212

Column 5 栄養診断（栄養状態の判定）
参考文献

資料

························ （65）207

···································································· （75）217

··············································································· （77）219

資料➀ フローチャート案（各施設での作成時に参照のこと）
資料② 特徴的な食行動と対応

············· （78）220

····················································· （79）221

資料③ 成長曲線（身長・体重・BMI）

·········································· （82）224

·················································· （88）230

資料④ 日本人の平均身長・体重

資料⑤ 障害者等の栄養の問題別兆候・症状、栄養ケアの方途(栄養診断コード別)
······························ （90）232
資料⑥ 嚥下調整食学会分類 2021（食事）早見表 ························· （118）260
資料⑦ 嚥下調整食学会分類 2021（とろみ）早見表

······················ （119）261

資料⑧ 発達期嚥下障害児（者）のための調整食分類 2018

············································· （121）263

資料⑨ 離乳食と発達期嚥下調整食
資料⑩ 成長曲線（ダウン症）

··················································· （123）264

資料⑪ 成長曲線（プラダ―ウィリー症候群）
資料⑫ 成長曲線（ターナー症候群）

······························· （130）272

·········································· （131）273

資料⑬ ヒトの臓器・組織別安静時基礎代謝量
資料⑭ 体重に占める臓器の割合（男性）

参考資料

············· （120）262

······························· （132）274

···································· （132）274

······································································· （132）277

厚生労働省社会・援護局 障害保健福祉部障害福祉課長による「栄養マネジメント加
算、経口移行加算、経口維持加算、口腔衛生管理体制加算及び口腔衛生管理加算に関
する事務処理手順及び様式例の提示について」の通知（障障発 0406 第 1 号 令和 3
年 4 月 6 日）

委員及び関係者一覧

························································· （148）290
（4）
－ 146 －

2

Ⅰ.

はじめに

障害者及び障害児（以下「障害者等」という）が自立して快適な日常生活を営み、尊厳
ある自己実現をめざすためには、障害者等一人ひとりの健康・栄養状態や食生活の質の向
上を図ることが不可欠であり、「食べる楽しみ」の支援を充実していくことは重要なこと
です。障害者等には、低栄養と過栄養の二重負荷が存在するとともに、食事時の兆候・症
状として、摂食嚥下機能障害や偏食、感覚過敏等の特性が観察されることから、適切な栄
養補給が難しい状況があります。
障害者等の栄養ケア・マネジメントについては、障害福祉サービス費等の報酬改定によ
り、平成 21 年 4 月から指定障害者支援施設ならびに福祉型障害児入所施設（以下「障害
者等の施設」に栄養ケア・マネジメントの取組みが栄養マネジメント加算として評価され
ています。令和 3 年 4 月には、平成 27 年 4 月に介護保険施設の経口維持加算が見直され
たのと同様に、障害福祉サービスにおいても栄養マネジメント加算の算定を基盤とした経
口維持加算が見直され、それまでの摂食嚥下機能に対するレントゲン造影や内視鏡検査と
いった医学的検査にかわり、多職種による食事時の観察を行うミールラウンド及びカンフ
ァレンスが導入されました。
しかし、これらの障害者等の施設において、栄養マネジメント加算の要件となる常勤管
理栄養士の配置は未だ進んでいない状況にあります。常勤の管理栄養士は、福祉型障害児
入所施設の 46％、障害者支援施設の 37％が未配置であり、また、栄養マネジメント加算
を算定している障害者等の施設は全体で 44.6％（指定障害者支援施設は 47.0％、福祉型
障害児入所施設は 21.8％）との報告があります。このように障害者等の個別の栄養・食
事の問題に対応した栄養ケア・マネジメントの取組みは未だ十分とはいえません。これは、
障害者等の施設において障害特性等を踏まえた栄養ケア・マネジメントに取り組むための
手引きとなるマニュアルが作成されていないため、個々の管理栄養士や関連者の手探りの
状況が背景にあると考えられます。
以上のことから、厚生労働省令和３年度障害者総合福祉推進事業「障害特性を踏まえた
栄養ケア・マネージメントのあり方に関する調査研究」（日本健康・栄養システム学会）
においては、全国の障害者等の施設等が活用できる当該「障害特性を踏まえた栄養ケア・
マネジメントのための手引き」の作成をめざして、6 県（神奈川県、新潟県、長野県、福
島県、山形県、岡山県）の指定障害者支援施設の入所者に対する実態調査、国内外の過去
10 年間の関連の先行研究からの活用すべきエビデンスの整理、さらに、栄養ケア・マネ
ジメントを担当する管理栄養士や関連者との意見交換や取組みの事例の収集が行われまし
た。
なお、福祉型障害児入所施設においては、現在、「児童福祉施設の食事の提供ガイド」
を活用しながら栄養管理が行われていますが、当該手引きは令和 4 年度に改定される本ガ
イドの充実にも資するものです。
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Ⅱ.

栄養ケア・マネジメントとは

１．理念
栄養ケア･マネジメントを担う管理栄養士や関連職種が協働するためには、共有する理
念の形成が重要です。この理念が、栄養ケア・マネジメントに取り組む管理栄養士や関連
職種の態度や意思決定のあり方の基盤になるからです。ここでは、様々なサービス提供の
領域において、栄養ケア・マネジメントに取り組むための、共通する理念について述べて
います。栄養ケア・マネジメントにおける意志決定の中心となるのは本人や家族です。本
人や家族等の不安や心配、そして求めていることは何かを把握するために、栄養ケア・マ
ネジメントを担う管理栄養士は、本人・家族等及び関連職種との連携をはかり、必要な情
報の収集に努めなければなりません。
栄養ケア･マネジメントは、単に体重や検査値の改善に留まらずに、本人・家族等にと
っての尊厳を重視し、全人的な深い理解へと接近し、その根源となる｢食べること｣に関す
る欲求を満たし、｢食べることの楽しみ｣の充実をめざして個別の日常生活のなかで支援す
るものです。
そこで、「食べることの楽しみ」について、マズローの欲求五段階説に従って考えてみ
ます。図に示すように、生理的な欲求としての食欲については、生きて活動するための基
本的な欲求であるので、食欲を引き出し回復させるための支援が必要です。安全の欲求に
ついては、食べ物や食事の安全を求める欲求です。人は食べ物の入手や準備に困難を感じ
たり、誤嚥の危険があると不安になり、食品・食事の環境が不衛生になると安心して食べ
ることができないものです。社会的欲求については、食事を楽しみ、食事を通じて人との
コミュニケーションをはかることへの欲求です。次の自尊欲求については、その人自身が
長い間培ってきた、あるいは、親から子へ、子から孫へと継承されてきた嗜好、食文化、
食習慣等の個性が尊重されることへの欲求です。そして、自己実現の欲求は、誰もが生涯
にわたりもち続ける「やりたいことをする」自己実現をはかりたいという欲求です。

「食べる楽しみ」を支援する
自己実現
欲求

やりたいことをする・できる

嗜好、食文化、食習慣の尊重

自尊欲求

食事の場への参加

社会的欲求

食事の安全・安心

安全への欲求

食欲の回復

生理的欲求
マズロー（A.H.Maslow

1908‐1970）の欲求五段階説
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２．障害者の意思決定支援
１．でも述べたように、栄養ケア・マネジメントにおける意志決定の中心となるのは本
人です。厚生労働省は、「障害福祉サービスのあたっての意思決定支援ガイドライン」（厚
生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知、平成 29 年 3 月 31 日）を作成し、障害福
祉サービスにおける意思決定の定義や意義、標準的なプロセスや留意点を取りまとめてい
ます。
本ガイドラインにおいては、「意思決定支援とは、自ら意思を決定することに困難を抱
える障害者が、日常生活や社会生活に関して自らの意思が反映された生活を送ることがで
きるように、可能な限り本人自ら意思決定できるよう支援し、本人の意思の確認や意思及
び選好を推定し、支援を尽くしても本人の意思や嗜好の推定が困難な場合には、最後の手
段として本人の最善の利益を検討するために事業所の職員が行う支援の行為及び仕組みを
いう」としています。
また、日常生活における意思決定支援の場面の一つとして、食事があげられおり、本人
の意思が尊重された生活体験を積み重ねることにより、本人が自らの意思を他者に伝えよ
うとする意欲を育てることにつながるとしています。さらに、障害者本人が意思決定した
結果、本人に不利益が及ぶことが考えられる場合は、意思決定した結果については最大限
尊重しつつも、それに対して生じるリスクについて、どのようなことが予測できるかを考
え、対応について検討していることが必要であるとしています。そして、次のような食事
制限の例が取り上げられています。
「例えば、疾病による食事制限があるのに制限されている物が食べたい・・・に対して
は、食事制限されている食べ物は、どれくらいなら食べても疾病に影響がないのか、ある
いは疾病に影響がない同種の食べ物が用意できないか・・等、様々な工夫が考えられ
る。・・本人の意思を推定することが困難な場合に、食事制限が課せられている人も、運
動や食材、調理方法、盛り付け等の工夫や見直しにより、可能な限り本人の好みの食事を
することができ、健康上リスクの少ない生活を送ることができなかを考える・・」とあり
ます。
栄養ケア・マネジメントは、まさに、このような本人の意思決定支援を推進するための
システムです。栄養障害のリスクのある人に対して、本人の意思や嗜好を重視した食事の
提供や支援をするために、ミールラウンドを含めたアセスメントやモニタリングを繰り返
すことによって、食事の栄養・健康状態や疾病への影響や本人の選好や嗜好の変化やリス
クに関する課題を把握し、その課題に対応して創意工夫した個別の栄養ケア計画を作成す
のです。また、栄養ケア・マネジメントの実施にあたっては本人への声かけや栄養教育の
一環としての個別栄養食事相談が重要視されるのです。
この場合、栄養ケア・マネジメントの取り組みにおいては、本人をよく知る関係者から、
本人の日常生活の場面や日頃の表情や感情、行動に関する情報（記録を含めて）を得ると
ともに栄養ケア・マネジメントに関する情報も共有し、管理栄養士と関係者が共同して質
の高い栄養ケア・マネジメントの提供に資することが求められています。
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参照資料：「障害福祉サービスのあたっての意思決定支援ガイドライン」（厚生労働省社
会・援護局障害保健福祉部長通知、平成 29 年 3 月 31 日）」
（URL：https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000159854.pdf）

＜管理栄養士の役割＞
栄養ケア・マネジメントの実務にあたって、管理栄養士は、一貫して熱意ある態
度で、使命感をもって施設長等や多職種と共同し、以下の役割を担います。
⚫ 利用者の低栄養及び過剰の栄養状態の予防・改善あるいは維持を重要な課題と
して位置づけるが、その取り組みにおいては、単に栄養指標の改善維持を目的
とするのではなく、本人の意思決定や選行を尊重し、低栄養状態の予防・改善
維持を通じて、生活機能の維持・改善や尊厳ある自己実現に寄与することを目
的とします。
⚫ 利用者の栄養状態の改善にあたっては、個別の障害特性、日常生活の場面や日
頃の表情や感情、行動に関する情報を多職種から得ます。また、栄養状態、身
体状況やその原因を食事の観察(ミールラウンド)を重視して把握し、問題の解決
に向けて生きる意欲や楽しみに繋がる「食べること」に関する課題を優先し多
職種協働で支援します。
⚫ 利用者に対して漫然と経腸栄養を行うことがないように、経口摂取への移行の
可能性に関する評価を適切に行い、移行計画を作成し、｢口から食べること｣を
支援します。
⚫ 利用者が必要なエネルギー、たんぱく質等の栄養素の摂取が不十分な場合には
栄養補助食品の活用も検討します。
⚫ 利用者本人によるサービスの選択を基本とし、利用者及び家族にはサービスの
内容を、文書を用いてわかりやすく説明し、同意の確認を行います。
⚫ ｢栄養ケア・マネジメント｣の運用にあたっては、食事の提供を含めて、具体的
な栄養ケアに関する計画を策定し、本人・家族に対して説明し、同意を得ま
す。
⚫ 「栄養ケア」の提供にあたっては、医師の指導等に基づいて提供します。
⚫ 施設での食事の提供に当たっては、給食業務の実際の責任者としての役割を担
い、栄養士及び調理師等に対して栄養ケア計画に基づいた食事の提供ができる
ように十分な説明及び指導を行い、障害児者個々に適切な食事を提供します。
⚫ 給食業務を委託している場合においては、委託業者の管理栄養士等と連携を図
り、委託業務の作業工程にも配慮した給食提供体制を、給食受託会社とが共同
して整えます。
⚫ 栄養食事相談は、栄養ケア計画に基づき必要に応じて、本人・家族等に栄養教
育の一環として実施します。栄養食事相談においては、現在の食事形状や食事
内容についての理解を促し、個々人に適切な食事摂取が継続的にできるよう助
言や方法の提案等を行い、本人の意思決定を支援し、時間をかけて食行動変容
を促し、食事内容の幅を広げるように支援します。
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⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

関連職種に栄養ケア計画に基づいて説明し、指導や助言等のコンサルテーショ
ンを行います。
関連職種と連携して食事摂取状況や食事に関するインシデント・アクシデント
事例等の把握と解析を行い、事故防止に努めます。
栄養ケア提供に関する主な経過について記録し、その記録が多職種が共有でき
る体制を整えます。
「栄養ケア」は、医療機関、施設及び居宅間の連続的なサービスとして情報連
携します。
利用者の栄養状態の改善状況は継続的にモニタリングし、常に適正な「栄養ケ
ア」の提供を行います。
栄養ケア・マネジメント体制や取組みについて評価し、継続的な業務の品質改
善活動へと繋げます。

３．定義
「栄養」とは、人が食べ物を口から取り入れ、消化管で消化・吸収、代謝して、生活活
動を営んでいく、身体内の処理状態のことです。一方、医療や高齢者ケア現場で使用され
る｢ケア｣は、｢みる｣と訳すことを提案し、「診る」「看る」「視る」「観る」「覧る」「鑑る」
などの意味を含んで｢自分の目で確かめることで、転じて自分の判断で処理すること｣（広
辞苑）としています。ヘルスケア・サービスの一環として｢栄養をみる｣、あるいは｢栄養
でみる｣ことが｢栄養ケア Nutrition Care｣です。
一方、｢マネジメント｣とは、ある目的を達成するため目標に向けて人々を動かしていく
ための活動です。また、組織がその目的を達成するために各種の業務遂行上の機能や方法、
さらには手順を効率的に進めるためのシステムです。この場合のシステムとは、科学的知
見をもとにして、その手順が文章化されていることが必要です。
すなわち、栄養ケア・マネジメントとは、ヘルスケア・サービスの一環として、個々人
に最適な栄養ケアを行い、その業務遂行上の機能や方法、手順を効率的に行うためのシス
テムであり、また、そのゴールは、個々人の栄養状態を改善し、クオリティー・オブ・ラ
イフ、QOL を向上させることです。このことによって、一人ひとりの食べる楽しみの充実
や自立した日常生活を支援するものです。
４．基本構造
「栄養ケア・マネジメント」の基本構造は、栄養スクリーニング、アセスメント（栄養
アセスメントを含む）、栄養ケア計画、実施・チェック、モニタリング（再アセスメント）、
評価と継続的品質改善活動からなります(図)。
なお、米国栄養士会によって開発された栄養診断は、従来は、栄養状態の評価･判定と
言われ、アセスメントから収集された情報に基づいて栄養の課題（問題）について統一さ
れた栄養診断の用語を用いて PES 様式（P：問題、E：原因、S：兆候・症状）によって
記録し、栄養ケア計画へと繋げるプロセスです。当該マニュアルにおいては、栄養状態の
評価・判定について、PES 様式を用いて記載できるよう解説しました。
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図：栄養ケア・マネジメントの基本的構造

厚生省老人保健事業推進等補助金研究「高齢者の栄養管理サービスに関する研究報告書」.1997

５．体制づくり
最初に、栄養ケア・マネジメント（Nutrition

care

and

management、NCM）

の体制やその構成要素となる実務の基本について、厚生労働省社会・援護局

障害保健福

祉部障害福祉課長による「栄養マネジメント加算、経口移行加算、経口維持加算、口腔衛
生管理体制加算及び口腔衛生管理加算に関する事務処理手順及び様式例の提示について」
の通知（障障発 0406 第 1 号

令和 3 年 4 月 6 日）(以下、「通知」という、参考資料参

照のこと) に基づいて解説します。なお、添付の様式例をそのまま活用しても、当該様式
例に基づいて活用しやすい記載様式に改変しても結構です。
（１）施設長による体制整備
栄養ケア・マネジメントの体制づくりは、施設長または管理者(以下、「施設長等」の旗
振りのもとに取り組みます。従って、施設長等は、医師、管理栄養士、サービス管理責任
者、看護職員及び生活支援員その他の職種が共同して栄養ケア・マネジメントを行えるよ
うに体制を整備する必要があります。また、施設長等は、入所者等に口腔ケア、摂食嚥下
の問題がある場合には、歯科医師等との連携がとれるように体制を整備します（通知１
（１）・イ）
。
（２）施設長等のもとでの管理栄養士の手順の作成と周知
施設長等は、管理栄養士と協働して、各施設における栄養ケア・マネジメントに関する
手順（栄養スクリーニング（低栄養または過栄養状態のリスクを把握することをいう）、
（ 10 ）
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栄養アセスメント（解決すべき課題を把握すること）、栄養ケア計画、モニタリング、評
価等の手順）をあらかじめ定めます（通知１（１）・ウ）。この定められた栄養ケア・マネ
ジメントの手順については、関連職種で共有するために、文章やフローチャート（資料➀）
によって見える化し、会議等で管理栄養士等が説明し周知します。
（３）管理栄養士と関連職種間の連携体制づくり
個々の障害者等の栄養状態は、臨床的問題、生活機能や全身状態の低下を引き起こすリ
スクになります。そして、栄養状態の問題を引き起こす要因も多岐にわたっています。障
害者等の栄養状態を維持・改善するためには、多職種協働のアプローチが必要かつ重要で
あり、管理栄養士は多職種と協働して栄養ケア・マネジメントを推進します。
一方、口腔ケア、摂食・嚥下等の機能の維持・向上には、医師、歯科医師、言語聴覚士
等の多職種の連携が必要であり、これらの連携によって食形態、摂取方法の適切な管理等
へとつながります。経口摂取の維持・向上は、質の高い生活を営む上で重要です。
管理栄養士は、このような栄養ケア・マネジトの主たる実務を担い、適切な栄養ケアを
効率的に提供できるように関連職種との連絡調整を担います（通知１（１）及び（２））。
一方、看護師及び生活支援員等の関連職種は、入所者等の全身状態、日常的な生活状況
（食事状況、身体活動、食行動）について、管理栄養士に情報提供を行うとされています
（通知１（１）・オ）。このような日常的な管理栄養士と関連職種の間の情報連携は、毎日
の申し送りや後述のミールラウンド時等に適宜、適切に行います。
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（４）施設長等のもとでのサービスの評価と継続的品質改善活動
施設長等は、管理栄養士と共同して、栄養ケア・マネジメント体制に関する成果を含め
て評価し、改善すべき課題を把握し、継続的な品質改善活動に努めます（通知１（１）・
カ）。
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Ⅲ．栄養ケア・マネジメントの実務のすすめ方

ステップ 1

サービス開始時の情報収集と利用者への説明

ステップ 2

暫定的な食事及び栄養補給の決定

ステップ 3

栄養スクリーニング（サービス開始時）の実施

低リスク
中・高リスク
ステップ 4

栄養アセスメント

ステップ 5

栄養ケア計画（原案）の作成
サービス担当者会議の参加・

ステップ 6

栄養ケア計画の完成
ステップ７

入所者または家族への説明

ステップ８

栄養ケアの実施

ステップ９

実施上の問題点の把握・モニタリング

ステップ１０

再栄養スクリーニング

ステップ１１

ステップ１１

栄養ケア計画の継続

栄養ケア計画の見直し
退所時の本人・家族への説明

退所時

ステップ 12

退所先への情報提供
サービス評価と継続的品質改善活動
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ステップ 1

サービス開始時の情報収集と利用者への説明

1. 情報収集
管理栄養士は、関連職種と連携して、サービス開始までに適切な栄養ケア・マネジメン
トを実施するために必要な情報をできるだけ収集します（通知 1（2）・ア、表１）。収集
する項目は、栄養アセスメント・モニタリングの様式例にある項目を中心に障害や既往等
現在に至るまでの状況が把握できる情報です。情報収集が十分にできると栄養アセスメン
トに必要な時間の軽減につながります。情報の収集には入所前の病院や他施設等の管理栄
養士間の連携が求められます。
なお、サービス開始前にできるだけ多くの情報を得ることで、栄養ケアに対するニーズ
が明確になります。また、以下の入所元のサマリー等から情報を収集することが重要です。
サマリーは管理栄養士に直接届けられないことも多いので、自ら関係各所に働きかけ情報
収集することが必要になります。

①

病院・施設からの情報
退院時支援情報として、近時の身長・体重、栄養補給ルート、平均的な摂取栄養量（エ

ネルギー、たんぱく質等）、食形態、平均的な食事摂取量、補完食の有無、嗜好、特徴的
な食行動

1-4）

（資料②）、排泄状況、そのほかの身体状況等の情報を得ます。疾患等を含む

身体状況は、必要に応じて医師からの情報提供を受けるようにします（通知 1（2）ア）。
*補完食とは、食事以外に栄養素の強化やエネルギー・たんぱく質の充足を目的とした食品や食事のこと。濃厚流動食
や病弱者栄養食品に加えて上記を目的とした食品や食事を含みます。

②

自宅等からの情報
ケアの中心的な担当者から、栄養補給ルート、食形態、補完食の有無、嗜好、食事回数、

食事介助の有無や方法、食具、特徴的な食行動、排泄状況、これまでの食歴、身体歴、発
達歴等が把握できる情報収集にあたるとともに、情報収集しながら本人、家族・養育者及
びケア担当者の「思い」をくみ取るようにします。体重や生化学検査結果等をわかる範囲
で確認するとともに、家族や養育者の主観的情報を把握し整理しておくことが重要です。

③

学校等からの情報
通学している児の場合には、学校関係者（担任、栄養教諭、養護教諭、校医または主治

医等）と給食の献立や残食の状況、食物の選択・嗜好、食欲や食行動等について情報共有
し、連携を図るようにします。学校で食事指導計画が作成されている場合にはその内容も
確認できると良いでしょう。
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2. 利用者への説明
サービス提供開始にあたり、栄養ケアの概要について利用者及び家族に対して、説明の
ための資料を用いてわかりやすく説明するとともに、利用者・家族の栄養食事・栄養補給
等にかかわる意向を確認し、栄養ケアの実施の同意を得ます。
表 1） サービス開始時の医療的情報〉
身体状況 （医師からの情報）
診断名
〈主病名〉 生活機能低下の直接原因となっている傷病名
〈現病歴〉 主病名である傷病のこれまでの治療や管理や
状態の変化等
〈既往歴等〉罹患したことがある主病名の合併症や主病名
以外の疾患（併存症）入院歴、四肢欠損、麻痺、筋力の低
下、関節の拘縮、関節の痛み、失調・不随意運動、褥瘡等
の状況
服薬・投薬 処方内容 処方歴 輸液内容 濃厚流動食 サプリメント
検査結果
生化学検査 生理学検査 レントゲン 超音波検査
視力 聴力 摂食嚥下評価
その他
治療計画 人工呼吸器の使用 リハビリ指示 褥瘡の処置
等医療的処置の必要度 治療食（療養食）
身体状況 （看護師等からの情報）
体格

身長 体重 体重歴（過去 6 か月の体重歴）
（小児）出生時体重・身長・頭囲 成長発達歴 出生歴

機能

四肢欠損の有無や程度
身体活動レベル

フィジカル
アセスメン
ト

日常的な症状・兆候の有無
体温（平熱 発熱頻度）
食事摂取状（介助の有無） 口腔（歯の状況 義歯の有無
衛生状態） 摂食嚥下
排泄（排便状況 尿回数）、嘔吐、下痢、浮腫、腹水
アレルギー
行動障害（昼夜逆転 異常行動 食行動）
認知機能障害

麻痺

情報源
主治医意見書

診療情報提供書

看護記録
看護サマリー

拘縮の状況

生活・家族にかかわること
家族

家族構成 キーパーソン
入院までの経過 食事や食事準備状況 介護力
経済状況

看護サマリー
相談支援専門員

食事

嗜好（食品 形状 色 味付け等）、アレルギー・服薬・
宗教等による食品の禁忌、強度の偏食、食事の回数・時間
一回の量 食形態 提供栄養量、介助（自助具）、水分の
摂取（容器 形状 回数 一回量）、食事環境

看護サマリー
栄養サマリー

教育

教育歴

必要に応じて

仕事

職歴
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ステップ 2

暫定的な食事及び栄養補給の決定

入所直後の開始食から栄養ケア計画実施までの間の暫定的な食事及び栄養補給量を決定
します。入所前の食事や栄養補給状況と体重変化を考慮して決定します。
具体的には、成人の場合、入所前６か月体重変化がなければ入所前の食事内容からエネ
ルギー・たんぱく質並びに食形態を踏襲して提供します。体重減少があれば、減少した体
重１㎏=7000kcal に相当することから、現在の食事に 50-100kcal/日程度エネルギー
を増加させて、１-２か月後の体重が 0.5 ㎏程度増加することを目指すようにします。
小児において、体重増加の不良もしくは減少がみられる場合には、現在の栄養補給量よ
りも増加させることが必要です。しかし、その増加量については、現在のところコンセン
サスを得た指標はないので、成人と同程度のエネルギー提供量の増加を行い、体重をモニ
タリングすることで栄養補給量を決定していきます。
このステップ 2 での栄養補給量は暫定的なものです。栄養スクリーニングによって栄養
障害の中高リスクと判定されれば、個別のアセスメントを踏まえて栄養ケア計画を作成し
ます。
ステップ 3

栄養スクリーニング（サービス開始時）の実施

管理栄養士は、看護師や生活支援員等の関連職種と連携して、利用者の利用開始 1 週間
以内に、栄養スクリーニング（Column１：巻末の各 Columｎにおいて、具体的な取り組
みや関連のエビデンスについて解説していますのでご参照ください）を実施します。
栄養スクリーニングにおいては、表２を用いて、成人では、BMI と体重変化率を基本
に、血清アルブミン値や食事摂取量、褥瘡を用いて、栄養リスクを低・中・高に分類しま
す。高リスクの項目が 1 つでも該当する場合には「高リスク」、すべての項目が低リスク
に該当する場合、すなわち体重が標準的で体重変化がなく、食事摂取量が維持できている
場合は「低リスク」と判断します。表 2 を用いた栄養スクリーニングによって、低リスク、
高リスク者をまず抽出し、それらに該当しないものはすべて中リスクとします。
小児では、身長・体重が成長曲線（資料③）に即した増加をしているかどうか、また体
重増加率、食事摂取量を用いて分類します。成人と異なり、小児は身長・体重が適切に増
加しているかどうかを、栄養スクリーニングの項目として使用します。低身長もしくは体
重の増加が停滞している場合も栄養障害のリスクは高いと認識することが重要です。
栄養スクリーニングで栄養リスクが中・高リスクと判定された場合は、より詳細な栄養
アセスメントを行います。低リスクと判断された場合は、ステップ 4 の先のサービス開始
時の暫定的な食事提供を再度確認の上、エネルギーやたんぱく質の提供量や食事形態、あ
るいはアレルギーや嗜好等に対応した栄養ケア計画書（案）を作成します。
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スクリーニング指標例として示されていたこれまでの上記の表をもとに、小児の身長
や体重増加量を考慮して表 2）を作成。
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表２）栄養スクリーニング（成人と小児）
成人（18歳以上）
リスク分類

低リスク
60

BMI*

身体
障害

体重変化量

中リスク

19～26未満
16～24.5未満

変化なし（増減：3％未満）

高リスク

やせ：15～19未満

やせ：15未満

肥満：26～30未満

肥満：30以上

やせ：11.5～16未満

やせ：11.5未満

肥満：24.5～28.5未満

肥満：28.5以上

意図しない体重減少

意図しない体重減少

1ヶ月に3～5％未満

1ヶ月に5％以上

3ヶ月に3～7.5％未満

3ヶ月に7.5％以上

6ヶ月に3～10％未満

6ヶ月に10％以上

血清アルブミン

3.6g/dl以上

3.0～3.5g/dl

3.0g/dl未満

食事摂取量

75～100％

50～75％

50％以下

栄養補給方法

経管栄養

経口

経静脈栄養

褥瘡

あり

*大和田浩子、中山健夫：知的障害者（児）・身体障害者（児）における健康・栄養状態における横断的研究ー多施設共同研究 厚生労働科学研究
補助金「障害者の健康状態・栄養状態の把握と支援に関する研究」平成19年総括・分担研究報告書、2008.p167－174から算出

小児（18歳未満）
リスク分類

低リスク

中リスク

H/A＞－2.0かつ
ｚスコア**

やせ：H/A≦－2.0かつ
BMIが－2～－2.9

下

肥満：H/A≦－2.0かつ
W/HもしくはBMIもしくは
BMIが2～2.9
2歳未満

2－18歳

血清アルブミ
ン
食事摂取量
栄養補給方法

やせ：H/A≦－2.0かつ

W/HもしくはBMIが－2.0以 W/HもしくはBMIもしくは W/HもしくはBMIが－3.0以
上

体重変化量

高リスク

肥満：H/A≦－2.0かつ
W/HもしくはBMIが3.0以上

推定体重増加量***の75％未満
推定体重増加量の50％未満 推定体重増加量の25％未満
体重減少率5％未満

体重減少率7.5％未満

W/HもしくはBMIが1.0SD

W/HもしくはBMIが2.0SD

減少する

減少する

3.6g/dl以上

3.0～3.5g/dl

3.0g/dl未満

75～100％

50～75％

50％以下

経口

経管栄養

体重減少がない

**Academy of Nutrition and Dietetics. Abridged Nutrition Care Process Terminology （NCPT）Refernce Manual. 2017Edition.P271-271

***推定体重増加量
月齢

体重増加量
（g/日）

年齢

体重増加量
（kg/年）

0～3

25～30g

１→２歳

2.5㎏

3～6

15～20g

２→５歳

2.0㎏

6～12

10～15g

***厚生労働省の乳幼児身体発育調査報告書2000年度（０歳～６歳）を用いて算出
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＜スクリーニング項目＞
① 「身長」・
「体重」について（Column2 参照）
利用者の身長・体重は、入所時に実測することが望ましく、計測が難しい場合は、入所
日にできるだけ近い身長・体重を代用します。身長は立位で計測できない場合は仰臥位で
計測するか、膝高測定値から推算します。これらいずれの場合も、「仰臥位」「膝高推測」
と付記します。
【成人 膝高値から身長を推測する算定式】
男性：115.3＋（1.13×膝高㎝）－（0.12×年齢）
女性：123.9＋（1.20×膝高㎝）－（0.40×年齢）
子どもの成長の評価は、一般的に性・年齢・月齢別の標準身長・体重を用いて作成され
た成長曲線（資料③）を基本に評価します。標準身長・体重（資料④）を基準として z ス
コア（SD）を算出します。ｚスコアはそれぞれ+2SD 以上が標準的身長・体重より「大き
い」、-2SD 以下が「小さい」と客観的に評価します。Z スコア+2.0SD は）標準値の 98
パーセンタイル,－2.0SD は３パーセンタイルに相当します。
また、小児期の栄養状態は成長に影響を与え、成長ホルモンの分泌不全等がない場合の
低身長は慢性的な栄養不良を反映しています。身長が標準身長の−2.0SD～−3.0SD の場
合は中リスク、－3.0SD 以下を高リスクと分類します。
【身長・体重の z スコア（SD）の算出方法】
Z スコア（SD）=（現身長㎝(体重㎏)‐標準身長㎝（体重㎏）
）÷標準偏差

② 体格指数について
ＢＭＩ（body

mass

index，ボディ・マス・インデックス）は、身長に対する体格

の指標で、体脂肪量とよく相関するため体重の評価として用いられています。カウプ指数
やローレル指数も BMI の 1 つであり、乳幼児期、学童期の体格を示す指標です。肥満度
は、学童期の年齢月齢標準体重に対する体重の割合を示したもので、身長が低いと過体重
がなくても肥満度が高く算出されるので、スクリーニングとして高リスクに分類されても、
アセスメントによる検討後に低リスクとなることもあります。小児期の体重に対する評価
は体重だけの評価ではなく、身長が加味された BMI を用いることが必要で、また年齢によ
って BMI の標準値が異なるため、年齢・月齢標準の BMI に対する z スコアもしくはパー
センタイルを用いて評価します。BMI の z スコアも身長・体重と算出できますが、その年
齢・月齢の標準身長・体重から算出した標準 BMI に対する割合（％SBMI）を記録してお
くことでもよいと思います。身長が伸びる子供の体重の評価は、身長に対する体重（BMI）
が評価の基準であり、また年齢によって BMI の標準値も異なるため、その年齢・月齢の標
準に対する評価指標である、ｚスコアやパーセンタイル、％SBMI 等、どの指標を体重と
して用いるのか施設内で意見を統一しておくことが最も重要です。
（ 19 ）
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【体格指標の算出式】
ＢＭＩ（kg/ｍ2）＝体重(㎏)÷身長(m)2
カウプ指数（kg/㎡）＝体重(㎏)÷身長(㎝)2×104
肥満度（現体重―標準体重）／標準体重
③ 「体重変化率」について
成人においては、1 か月前、3 か月前あるいは６か月前の体重の記録あるいは問診結果
と現体重から変化した体重（kg）を記録し、体重変化率を計算します。表２）に沿って、
リスク分類します。
15 歳以下の小児においては、原則として体重減少は、低栄養を反映しています。（3 か
月で体重減少が見られる場合には高リスク、体重増加が見られない場合には中リスクとし
ます）
【体重変化率（％）】現在の体重を A、6 か月前の体重を B
➢

体重変化率（％）＝（B-A）÷B×100

④ 「血清アルブミン値」について
血清アルブミン値（ｇ/dl）の確認できる場合は記入し、3.5g/dl 未満かどうかを把握し
ます。浮腫がある場合や術後、発熱、褥瘡等があると血清アルブミン値が低い値を示しま
す。血清アルブミンの半減期は約 3 週間なので、スクリーニングとしての指標には、1 か
月以内の値を用います。なお、1 か月以上前の血清アルブミン値は、栄養状態の変化の 1
つの指標として参考になるため、記入し「いつ」のデータであるのか記載しておきます。
⑤ 「褥瘡」について
褥瘡の有無を記載します。褥瘡の治癒遅延の要因として、低アルブミン等の低栄養状
態が要因の一つとされているので、褥瘡があれば高リスクと判定します。
褥瘡の発生要因は、圧迫などによる血液のうっ滞が原因であり、その要因の一つして
は病的骨突出などがあると言われています。褥瘡の治癒遅延には栄養状態がありますが、
低栄養がなくても長時間の手術や同じ姿勢等によっても褥瘡は発生することがあります。
⑥ 「食事摂取量」について
少なくとも 3 日、できれば 1 週間程度（平日と休日の食事内容）の食事の平均的摂取量
を把握します。施設等で管理栄養士が献立作成や給食管理にかかわっている場合は、食事
提供量としては必要量を充足していることが多いのですが、食事提供が家族等で実施され
ている場合には、形状調整のために水分を多く添加するためにエネルギー当量が低下し、
十分な食事量が確保されていても、エネルギー不足となるということがあります。食事の
「量」だけでなく、「質」としての食事の内容が栄養状態に大きく影響することも念頭に
入れておく必要があります。
（ 20 ）
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⑦ 「栄養補給法」について
強制栄養法である経腸栄養法、静脈栄養法は、消化管ホルモンの分泌や腸内細菌叢が経
口摂取と異なるために、栄養素の消化・吸収・代謝に影響を与えることもあります。また、
経腸・静脈栄養を実施している利用者は、身体状況が変化したにも関わらず補給量の調整
がなされず栄養補給が十分に確保されていない、もしくは過剰補給になっていることが危
惧される場合もあります。また、投与方法による感染症等のリスクもあり、補給方法によ
って栄養状態に影響を与えることがあります。そのため経口以外の補給方法の場合には栄
養障害のリスクありと判定します。

ステップ 4

栄養アセスメント（Column３参照）

栄養スクリーニングによって、栄養障害の中・高リスクがあると判断された場合は、そ
れらの要因や原因を明らかにし、栄養状態を改善するための解決すべき栄養的課題や問題
を明確にすることが、栄養アセスメントの目的となります。
適切な 栄養 アセス メン トには 、批 判的思 考（ クリテ ィカ ル ・シ ンキ ング、 critical
thinking★）能力が求められます。
初回の栄養アセスメントは、スクリーニングからできれば 1～2 週間以内に、少なくと
も 1 か月以内に実施することが望ましく、この初回栄養アセスメントを基準に栄養状態の
変化をとらえていくことがモニタリングです。アセスメントとモニタリングはおおむね同
じ方法となりますが、栄養に関する課題が明確であれば、モニタリングする項目はそれら
栄養課題の変化をとらえることができる項目だけでも問題ありません。
なお、身体状況や栄養状態は日々変化するため、身体状況、食事摂取や栄養状態に何ら
かの問題が把握されたら、決められたモニタリング時でなくても、随時モニタリングを行
い、適切な栄養ケアを行うことが必要です。これは、低リスクと判定されている者等にお
いても、同様であり、再栄養スクリーニングを行います。
嚥下調整食を摂取している場合には、多職種によるミールラウンドや口腔のスクリーニ
ングを行い、経口維持を目指すことが障害者の QOL の向上には欠かせません。

★クリティカル・シンキング
ある物事について「なぜ？」「本当に？」「この場合は？」といった疑問を持ちなが
ら日常的な事象や行動に対峙することで客観的で本質をついた結果をもたらす思考法
のことを言います。現在の栄養状態に対し「このような状態になったのはなぜ？」
「摂取栄養量は本当に不足しているのか？」「もし摂取栄養量は充足しているとした
らこの状況はなぜ生じているのか？」等々、これらの思考法にそった栄養アセスメン
トを実施することで、栄養状態の適切な評価・判定（栄養診断）につながります。
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＜アセスメント項目とその評価方法＞
1．食生活状況
①

食事・栄養補給状況
主食、副食別に摂取量を評価しましょう。標準的な食事であれば、主食から提供栄養量

のエネルギーの 50％、たんぱく質の 30％、主菜・副菜を含む副食からエネルギーの
50％、たんぱく質の 70％程度を摂取しています。あくまでも概算となりますが、これら
の数字を使っておおよその栄養摂取量を把握することができます。
【摂取栄養量の把握 例】
献立上の提供栄養量 → エネルギー５００kcal たんぱく質２０g
主食８割 副食６割摂取している場合
エネルギー摂取量
たんぱく質摂取量

主食から

５００kcal×５０％×0.8=200kcal

副食から

500kcal×50%×0.6=150kcal

主食から

20g×30％×0.8=4.8g

副食から

20g×70％×0.6=8.4g

計 350kcal
摂取栄養量概算

計 13.2g

主食・副食別の摂取量が把握できないときは、食事量全体の摂取量を記載しておきます。
摂取量の算出には、少なくとも 3 日、できれば 1 週間程度の平均値で算出することが望ま
しく、行事食などない日常的な食事で継続した 1 週間の食事量を把握します。
居宅の利用者については、本人・家族等介護者から 1 日の朝、昼、晩の献立（飲み物、
間食等を含める）やその目分量についての自記式の記録や聞き取り、スマートフォンでの
写真などを用いて把握します。サプリメントや栄養補助食品を利用されている時は、その
種類や摂取頻度や量を確認します。
経腸・静脈栄養の場合は、補給方法・種類と一日当たりの補給量を中心に聞き取り、エ
ネルギー・たんぱく質の補給量を記載します。下痢や便秘、嘔吐といった消化器症状があ
る場合には、滴下速度や一回の投与量などが消化器症状の原因となっていることもあるた
め、一回の投与量や回数・滴下速度等も確認します。
水分の摂取についても評価しましょう。特に自由に水分摂取ができない、水分にむせが
あるなどの場合は、その水分摂取量について過不足がないか確認します。尿量の減少や色
が濃くなるなどの兆候は、相対的な水分の摂取不足を意味しています。発熱や下痢などの
症状が続くときには不感蒸泄や便からの体外への水分流失が増加しますので、十分な留意
が必要です。
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〈水分摂取推奨量〉Holloday-Segar 式
体重 10 ㎏まで
100 ㎖/㎏
体重 10 ㎏以上 20 ㎏未満
1000 ㎖＋50 ㎖/㎏＊
体重 20 ㎏以上
1500 ㎖＋20 ㎖/㎏＊*
＊体重 10 ㎏を超えた分に対して
＊＊体重 20 ㎏を超えた分に対して

②

ex）Wt15 ㎏→1000＋50×5=1250 ㎖
ex) Wt50kg→1500＋20×30＝2100 ㎖

咀嚼・嚥下機能評価（Column４参照）
経口摂取するためには、咀嚼・嚥下機能の獲得・維持が重要です。乳児期に障害が発生

すると栄養状態を維持することができる程度までに摂食機能の獲得ができていない場合も
あります。経口から摂取している状況であっても、摂取量が十分であるのか、また咀嚼が
十分にできているのか、咀嚼・嚥下機能に適した食事形態であるのか等の確認が重要とな
ります。経口的栄養補給は最も生理的栄養補給法であり、「食物を認知」するところから
消化管の動きは始まり、
「噛む」という行動によって次への嚥下や消化につながります。
乳幼児期に摂食機能を獲得できずに経管栄養法などで栄養補給が継続している場合であ
っても、多職種連携による経口摂取に向けての介入は、早期に開始することで機能改善に
結び付く可能性は高いと考えられます。たとえ、お楽しみ程度の摂取量であっても、生理
的な消化・吸収・代謝による全身状態の機能維持や改善に向けての取組みは、その時期に
かかわらず障害児者の QOL の維持・向上には大きな意味ある活動です。
成人・小児いずれにおいても、客観的な嚥下機能評価や継続的な多職種によるミールラ
ウンドによる咀嚼・嚥下機能の評価・観察が栄養状態の維持・向上には重要です。
咀嚼・嚥下機能を補完する目的で、形状調整をしている場合には、その食形態について、
日本摂食嚥下リハビリテーション学会「嚥下調整食学会分類 2021」のコード（資料⑥）
を用いて記載します。施設等で独自の調整分類を用いて食事提供を実施している場合は、
学会の調整食分類のコードと自施設の食形態を紐づけしておくと、退院・退所の際に食形
態の混乱が少なく、食形態による事故発生の防止につながります。いずれにしても、食形
態の変化がわかるようにしておくことが必要です。とろみ調整食品の利用が必要な場合に
は、同様に水分摂取においても「嚥下調整食分類」によるとろみ調整食品の濃度のレベル
(資料⑦)を用いて記載します。
小児の場合は、障害の発症時期や程度、状況によって離乳できていない、もしくは固形
食の摂取ができない等、咀嚼・嚥下機能を十分に獲得できていない場合があります。これ
らに対しても日本摂食嚥下リハビリテーション学会の「発達期摂食嚥下障害児（者）のた
めの嚥下調整食分類 2018」（資料⑧、⑨）を用いて主食・副食の食形態の記載をします。
嚥下調整食を摂取している場合には、多職種によるミールラウンドや口腔のスクリーニ
ングを行い、経口維持を目指すことが障害者の QOL の向上には欠かせません。
③

必要栄養量の算出
（ 23 ）
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◆

エネルギー・たんぱく質

必要栄養量の算出は、一般的には基礎代謝量に活動量やストレス係数等を加味して算出
しますが、障害者の場合は、障害による基礎代謝の減少と痙攣や慢性的な炎症等によるエ
ネルギーの消費亢進があり、エネルギー消費の亢進と低下が同時に起こっている特徴があ
ります。そのため、必要栄養量の算出には様々な算出式も提案されています。それぞれの
施設において用いられている算出式が、すべての障害者に適応できるとは限りません。ま
た、身体的障害がある場合は、その部位、障害部位の可動状態等によって筋肉量の差異な
ど体組成が異なる場合があります。同様に知的障害等においても。体脂肪が多いなどの体
組成の違いからエネルギーの必要量が異なる問題もあります。そのため、現在の体重と食
事摂取量から、次に解説するように、体重あたりの必要エネルギー、たんぱく質を算出し、
それを基準に体重や身体状況によって、調整をすることが現実的な方法となります。（体
重の評価等については Column3 を参照してください）
＜成人＞
i.

現在の体重を維持する
エネルギー必要量=現体重㎏×25-35kcal/㎏/日
たんぱく質必要量=現体重㎏×1.0-1.5g/㎏/日

＊エネルギー必要量：25kcal/kg/日は筋肉量が少なく活動量が非常に少ない場合で痙
攣等がなく頻回な発熱等もない場合、35kcal/kg/日は痙攣等が頻発するもしくは継
続する不随運動がある等の場合に用いる。いずれにしても、一度体重あたりのエネル
ギー必要量を用いてエネルギー必要量を算出し、食事摂取量と体重の推移からエネル
ギー必要量を差し引きして、対象者個人の適正量を算定します。障害の状況や身体状
況のよっては、25kcal/㎏/日以下であっても体重増加につながることもあり、エネ
ルギーの設定変更時は少なくとも 1～３か月の体重推移の観察によって、エネルギー
必要量の設定の可否を評価することも必要です。
＊たんぱく質必要量：一般的には体重あたり１.２g/kg/日で算出するとエネルギー比
13-20％となります。１.５g/㎏/日は治りにくい褥瘡や慢性的な炎症等があり、腎機
能に問題ない時に用います。
施設等で現在の平均食事摂取量からエネルギー摂取量やたんぱく質摂取量を算出し、さ
らに体重あたりで算出されたエネルギー摂取量、たんぱく質摂取量の近似値となり、現体
重を維持するための目標エネルギー・たんぱく質量として用いることができます。
ii.

現在の体重を減少・増加させる

現体重の増減が必要な場合は、まず十分に体重の増減についてその必要度を多職種で検
討することが最も重要です。特に身体障害者は筋肉の喪失があることも多く、一般的な標
準 BMI から算出した体重では体脂肪の増加を招く可能性もあります。体重の増減の必要性
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についてまずは十分に多職種で相談し、増減させる期間や定期的な体重測定や食事摂取量
調査、摂食評価等の実施も併せてモニタリングを継続することが必要です。
目標体重の設定*

目標体重=現体重㎏＋（標準体重㎏‐現体重㎏）×50％

エネルギー必要量＝目標体重㎏×25‐35kcal/kg/日
たんぱく質必要量＝現体重㎏×1.1-1.2g/kg/日
*目標体重の設定は、一般的によく使われる式ですが、障害の程度によってはこれらの式での算
出が適切でない場合もあります。一律に目標体重を設定するのではなく、アセスメントの結果
を多職種で十分に検討して設定することが必要な場合も少なくありません。

＊エネルギー必要量

エネルギー必要量は目標体重を用いて算出することで、体重の増減

が期待できますが、少なくとも現体重の基礎代謝量は下回らないエネルギー必要量を設定
します。特に、現体重と目標体重の乖離が大きい肥満の場合は、体重あたり 25kcal/kg/
日を用いると基礎代謝量を下回る可能性が出てきます。現体重と目標体重の乖離が大きい
成人では 30kcal/kg/日でまずは目標エネルギー必要量を算出し、1～3 か月の間の体重
推移と食事摂取量で、微調整します。その調整のためには、体重あたりの必要量として初
期設定したエネルギー必要量を、栄養ケア計画書に記載をしておくことが重要です。
＊たんぱく質必要量

現体重と目標体重の乖離が大きい場合は、たんぱく質の不足による

低たんぱく血症のリスク並びに過剰による腎への負担等が考えられるため、たんぱく質必
要量は現体重を用いて算出するとよいでしょう。その際にもエネルギー比として 10～
20％の間に入るようにし、状況によっては尿素窒素（BUN）などの生化学検査結果も確
認しながら微調整をしましょう。

＜例＞ 過体重の場合 体重 120 ㎏ 標準体重 70 ㎏
目標体重：120 ㎏＋（70-120）×50％ ＝120 ㎏＋（−50）×50％
＝120 ㎏－25 ㎏＝95 ㎏
エネルギー必要量 95 ㎏×30kcal＝2850kcal
たんぱく質必要質 120 ㎏×1g＝120g → エネルギー比 17％
（現体重から推測される摂取エネルギーは 3,600kcal で 750kcal の減となり、1 か月
あたり 3 ㎏程度の減量が予測されます。）
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＜小児＞
i.

現在身長・体重ともに標準的である

エネルギー、たんぱく質必要量ともに年齢標準の値（表 3）から算出し、成長曲線等に
身長・体重の推移を継続的にプロットしエネルギー・たんぱく質の摂取量が適正かどうか
を評価します。
表 3）小児期年齢別エネルギー・たんぱく質の目安量
乳児
（12 か月まで）

（㎏/日）

1-3 歳

4-6 歳

7‐9 歳

10‐12
歳

13‐15
歳

16‐18
歳

～4 ㎏

4 ㎏～

エネルギーkcal

120

100

80-90

70-80

60-70

50-60

40-50

40

たんぱく質

1－2

1－2

1.5-2

1.5-2

1.5-2

1.5

1.5

1.5

g

（日本人の食事摂取基準 2020 年版を用いて作成）

ii.

体重増加が停滞している
体重の停滞理由をまず確認してから、目標摂取エネルギー量等を算定することが重要で

す。「医療的な処置や検査で食止めの回数が多かった」「下痢や嘔吐が多かった」といった
食事摂取量の不足が理由でない場合は、（ⅰ）の算出方法でよい場合もあります。理由が
明確でなく、食事摂取量についても明らかでない場合は、成人と同様に目標体重を設定し
て算出することもありますが、まずは 1 日 50～100kcal もしくは「＋〇％ずつ」
、「＋〇
kcal/㎏」と目安量を設定して、エネルギー摂取量を増加させて体重等の変化を観察し、
その状況に応じて補給量の微調整をしていくことが現実的でありかつ重要な方法です。
障害児にかかわらず、子供の特徴として活動量に個人差が大きいために、活動で消費す
るエネルギーが高いと、年齢や体重といった指標だけで適切なエネルギー必要量の設定が
困難となることあります。また、食品に対する強いこだわりがあると、その食事の内容に
よっては、エネルギー代謝にかかわるビタミンの不足などから、体重に影響を与える可能
性もあります。体重停滞の原因が明らかであれば、その原因を取り除くことが優先されま
す。そのうえで、上記のようにエネルギー摂取量を増加させ、体重の推移をみて、その後
のエネルギー量の付加を調整します。体重停滞の期間にもよりますが、停滞の改善のため
には、3～4 か月かけてゆっくりと戻していくことが重要です。
iii.

過体重である
過体重の程度にもよりますが、無理な減量は栄養障害のリスクとなります。学童期まで

は、体重増加を抑制しながら身長の増加を待つことが基本となります。年齢身長相当の標
準体重の算出の仕方は以下の通りです。厚生労働省の乳幼児身体発育調査報告書（0 歳〜
6 歳）と文部科学省の学校保健統計報告書（6 歳〜17 歳）を参考に作成した月齢・年齢別
標準身長・体重を用います（資料④）。標準体重に必要な摂取量と現在の摂取量を比較し
て、100‐200kcal/㎏、もしくは「-〇％ずつ」、「-〇kcal/㎏」と目安量を設定して、
糖質や脂質等の摂取過剰となる要因の食品を減らしてみます。食事内容の是正をしながら、
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可能であれば運動量や活動量の増加も試みることが必要です。過体重となる要因が何かを
明確にすることが、エネルギー調整を厳しくすることよりも重要です。
〈年齢身長相当の標準体重算出方法〉
① 対象児の 性別、年齢（月齢）と身長㎝・体重㎏を調べておきます。
② 月齢・年齢別標準身長・体重表から対象児の年齢（月齢）での標準 BMI を算出しま
す。
③ 対象児の身長と標準 BMI を使って身長に見合った標準体重を算出します。
④ 対象児の標準体重と現体重から目標体重を算出し、表３）を用いて必要量を算定しま
す。
＜例＞
① 5 歳 3 か月女児

身長 108.6 ㎝ 体重 28.3 ㎏ BMI24.0 ㎏/㎡

② 5 歳 3 か月女児

標準身長 107.8 ㎝ 体重 18 ㎏ →標準 BMI15.5 ㎏/㎡

③ 5 歳 3 か月女児

1.086（m）×1.086（m）×15.5＝18.3 ㎏（身長・年齢・性を

加味した標準的体重）→18.3 ㎏が身長を加味した標準的体重
④ 70-80kcal/㎏/日×18.3 ㎏≒1,300-1,500kcal
現在の 28.3 ㎏はエネルギーとして 2.000-2.300kcal（28.3 ㎏×70～80）摂取
していることが推定されますので、摂取エネルギーを 200-300kcal/日減らし
1,700-2,000kcal 程度になるように調整します。28.3 ㎏は 8 歳 10 か月の標準
体重に相当し、8 歳になると体重あたりのエネルギー量が 5 歳よりも低くなります
ので、28.3 ㎏の 8 歳児は 1,600～2,000kcal が標準的な摂取量となります。身長
の伸びを考慮に入れたエネルギー設定をすると、5 歳 3 か月にしてはエネルギー摂
取過剰であっても、約 3 年たつと同じ摂取量であっても身長が伸びてゆけば、体重
は標準化していくことになります。

小児期は、標準体重でエネルギー目標量を設定することは、結果として厳しい食事制限
となり、継続できないことにつながります。現在より 100kcal 減らすということだけで
も、現状維持よりは少し早く標準体重になることになります。上記のような 3 年もかかる
体重の標準化には管理栄養士をはじめとした多職種でのかかわりが欠かせません。
iv.

低身長が特徴となる疾患の場合
染色体異常であるターナー症候群やプラダ―・ウィリー症候群、ダウン症、のほか脳性

麻痺などは身長が伸びにくい疾患では、身長を基準にエネルギーを算出する方法がありま
す。
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表 4）疾患別身長を用いたエネルギー必要量の算出
疾患・状態

エネルギー必要量（kcal/身長㎝）

脳性まひ：歩行可能（５～12 歳）

13.9kcal/㎝

：歩行不可（5～12 歳）

11.1kcal/㎝

：ほとんど動けない

10kcal/㎝

：若干の身体稼働が可能

15kcal/㎝

ダウン症 ：男児

5～11 歳

16.1kcal/㎝

：女児

5～11 歳

14.3kcal/㎝

髄膜脊髄瘤（二分脊椎）

８歳以上９－１１kcal もしくは年齢別推奨量の 50％、7kcal/
㎝以下で体重減少の可能性大
体重維持：10～11kcal/㎝、体重減少：8～9kcal/㎝

プラダ―ウィリー症候群

出典）Children with special health care and nutrition needs 2nd Edition. Academy of Nutrition and Dietetics
Chicago, p75-77 2021

④ 食事の留意事項（療養食の指示、食形態、嗜好、禁忌、アレルギー等）の有無
ミールラウンド等によって実際に食事を摂取している状況を把握することでわかること、
また食事摂取量や形態以外に食事提供上留意していることを中心に以下のような事項につ
いて記載します。
⚫

療養食の指示があれば、制限が必要な栄養素と療養食の種類の記録

⚫

禁忌食品の有無、薬剤並びにアレルギー等による摂取不可の食品や栄養素の記録

⚫

齲歯や義歯、歯並びかみ合わせ等歯の問題、口蓋裂、口唇裂等口腔内の問題の記録

⚫

食事摂取の自立度

⑤ その他

（食習慣

自助具や姿勢補助具等の使用状況

生活習慣

食行動）

⚫

決まった食事介助者でないと食事できない

⚫

壁に向かって食事をする

⚫

食べる順番がある

⚫

お気に入りの食具がある

等々食事にかかわる行動や習慣を記録する
２．多職種による栄養ケアの課題（その他、低栄養・過栄養関連問題）
多職種による多様な視点からミールラウンドの実施やフロワーなどでの簡易なカンファ
レンスが、栄養ケアの課題を発見するきっかけとなることも少なくありません。
ミールラウンドや多職種で実施するカンファレンスによって、ステップ 3 の➀～⑦の食
事摂取状況にかかわる課題や、口腔や嚥下の課題、消化器症状や排便の状況、浮腫や易感
染状況や頻回な発熱、生活機能の程度等の栄養状態に関連すると考えられる課題について、
多職種により検討します。
なお、経口維持加算(Ⅰ)(Ⅱ)の算定には、管理栄養士もしくは多職種によるミールラウン
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ドの際に資料②の摂食嚥下のリスクと関連する問題及びその対応例については経口維持の
計画を作成の参考にします。
3．特記事項
その他、疾患や食事、家族との関係性や経済的な問題等、気になることがあれば記載し
ておきます。
4．課題（栄養診断）

(Column5)

アセスメントの結果、栄養の問題を評価・判定し、その原因を明確にして記載します
（栄養診断という）。これらの問題を解決するために、栄養ケア計画を作成します。資料
⑤は、障害者等に把握される栄養の問題、その兆候や症状、そして栄養の問題を解決のた
めの栄養ケアの取組み方について記載しています。

ステップ 5

栄養ケア計画（原案）の作成

栄養ケアの目的は、栄養ケア計画の作成と適切な実施によって特定された栄養の問題(栄
養診断)について解決・改善することにあります。
管理栄養士は、栄養アセスメントによる評価・判定（栄養診断）に基づいて、栄養補給
（補給方法、エネルギー・たんぱく質・水分の補給量、療養食の適用など、食事の提供に
関する事項等）、栄養食事相談、課題解決のための関連職種の分担等について、関連職種
と共同して、まず栄養ケア計画の原案を作成します。
障害者等においては、障害種が多岐にわたることや、小児期と成人期では栄養の評価指
標が異なること、既往として存在する障害が原因となった疾患等が混在しており、評価・
判定された栄養の問題（栄養診断）が同じであっても栄養介入の方法は画一化できないと
いう特性があります。
そのため、栄養ケア原案の作成後に、多職種とのカンファレンスによって、だれが、い
つ、どのようなことを実施することで、現在の栄養状態が改善・向上できるのかに対して
具体的に示し、その評価となる指標を共有化することが重要です。ゴールは経過観察の基
本となる数字等で表現できる評価指標として示します。
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表５）栄養ケア計画の作成にあたっての留意事項
利 用 者 ま た は 家 族 栄養アセスメント書における利用者または家族からの身体状況、
の意向
栄養状態、食事・栄養補給に関する意向を転記します。
解 決 す べ き 課 題 栄養アセスメントにおける総合的評価・判定で記入された、解決
（ニーズ）
すべき課題（ニーズ）、栄養診断等を優先順位が高い順に記入しま
す。
長 期 目 標 （ ゴ ー 栄養状態にかかわる目標並びにＱＯＬに関連した主観的健康感
ル）と期間
（例えば、食べることを楽しむことができる、食べ物の選択肢が
増える等）を目標として設定します。期間はこのケア計画終了予
定の期間をあげます。
短期目標と期間

ゴール（長期目標）に向け下記の項目について、実際に実施する
具体的なケアについて記載します。
① 栄養補給・食事：食事の種類や形態、具体的な栄養補給量等
について記載します。
指標：エネルギーやそのほかの栄養素の摂取量や食事摂取量
等
② 栄養相談：誰に実施するのか、どのような栄養情報に対して
理解もしくは知識を持ってほしいのか、また、適切な食習慣
獲得のための食行動や食環境整備に対し、誰がどのような理
解をすることが必要なのか等について記載します。
指標：体重、BMI の変化、食環境や食行動の変化、生活時間
や生活行動の変化、食事摂取量の変化、特定の食品の摂取量
の変化等。
③ 多職種による栄養ケア：栄養状態を改善するために協働して
活動することが必要な職種とその目的を明確にします。また
活動回数等についても記載しておきます。
指標：活動回数や活動内容、体重や食事量、形態等の変化
等。
＜目標設定の留意事項＞
＊ できるだけ具体的に、客観的・定量的に評価できるような
指標設定にすること
＊ 実現可能であること
＊ 最優先項目を設定すること 栄養的課題が複数ある場合
は、それが生命や QOL に及ぼす影響が大きい、もしくは
利用者が生活する上で最も困ることであり、かつ実現可能
な順から記載すること
＊ いつまでに目標を達成する予定であるのか、その期間も設
定すること。その期間で目標が達成できなかった場合はそ
の阻害因子の検討をすること
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栄 養 ケ ア 提 供 経 過 短期目標を達成するために行った栄養ケアについて記載します。
記録
例）2021 年 11 月 22 日 看護師、言語聴覚士と 3 人で昼食時
の食事状況観察。クリームシチューのようなとろみのついた食事
の方が呑み込みがスムーズである。
例）体重計測実施。先月より体重増加顕著で＋1.5 ㎏（3％）の増
加となる。医師と相談し主食量を 150g から 120ｇへ減少させ
る。

ステップ 6

サービス担当者会議の参加・栄養ケア計画の完成

管理栄養士は、サービス担当者会議に出席し、栄養ケア計画原案を報告し、関連職種と
の話し合いのもと、栄養ケア計画を完成させます。栄養ケア計画書の内容は、個別支援計
画にも適切に反映させます(★)。
★）通所サービスにおいては、管理栄養士は、作成した栄養ケア計画原案については、
関連職種と調整を図り、サービス担当者会議に事業所を通じて報告してください。以降は
上記と同様です。なお、管理栄養士は利用者の主治医からの指導がある場合には、このも
とで取組みます。

サービス担当者会議

開催

サービス担当者会議への参加

①サービス担当者会議への参加
管理栄養士はサービス担当者会議に参加して原案の
栄養ケア計画を報告し、調整・修正を行い関連職種の
合意を得て栄養ケア計画を完成させます。

原案の栄養ケア計画を報告

②医師による確認
サービス担当者会議によって完成された栄養ケア計
画書を医師に確認してもらいます。

調整・修正を行い、関連職種の合
意を得て栄養ケア計画を完成

③栄養ケア計画書の保管
関連職種が共有化できるように保管します。
④サービス担当者会議が開催されない場合

医師による栄養ケア計画の確認

管理栄養士は、栄養ケア計画を各担当者に報告し承
認を得ます。

完成版栄養ケア計画書の共有化
（共有ファイル）

⑤報告・周知
サービス担当者会議に出席できない担当者に対し
て、完成した栄養ケア計画を報告します。
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ステップ７

入所者または家族への説明

管理栄養士や生活支援員等は、サービスの提供に際して、施設サービス計画に併せて現
在の栄養課題とその解決によって得られる効果、そして課題解決に向けて実施する具体的
な栄養ケア計画について、利用者または家族にわかりやすく説明し、計画に基づいた栄養
ケアの実施について同意を得ます。その際、利用者・家族等からの質問等については理解
ができるように回答し、利用者・家族が不安等なく栄養ケアを受け入れられるように説明
をすることが重要です。その際に家族からの意見によって、必要に応じて栄養ケア計画の
見直しを実施し、利用者・家族の栄養ケア実施の同意を得られたら、栄養ケア計画の写し
を提供します。
栄養スクリーニングのリスクが低い者についても、栄養ケア計画には、食事や栄養補給
計画を記載していますので、同様に入所者または家族へ説明し同意を得ます。
栄養ケア計画について、利用者または家族の同意を得ていない場合、栄養マネジメント
加算の減算対象となるため注意が必要です。またサービス利用開始日までに栄養ケア計画
について説明を実施し、同意を得ておく必要があります。(利用者の入所日から栄養マネジ
メント加算を算定する場合は、入所日当日までにステップ１～ステップ 7 までを実施しま
す。

ステップ８

栄養ケアの実施

管理栄養士や関連職種は、医師の指示等に基づいて栄養ケア計画によるサービスを提供
します。
【代表的な栄養ケア領域】
①

食品や栄養素の供給
食品や栄養素へのアプローチに関し、個々の状況を調整することで栄養状態を改善・向

上させます。
＜食事の形状調整やエネルギー、栄養素の調整＞
＊

食事と間食の形状調整

＊

エネルギーや各栄養素の強化や減量等の調整

＊

経腸栄養剤の調整（成分、濃度、投与量、補給計画、補給ルートの調整、チュ
ーブや挿入部の管理等）

＊

静脈栄養の調整（成分、濃度、投与量、補給計画、補給ルートの調整、挿入部
の管理等）

＊

栄養補助食品（エネルギーやたんぱく質等の強化のために使用する流動食、生
物活性物質）

＊

摂取支援（食具の調整、姿勢、食事の準備、口腔ケア、献立選択等）
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＜偏食＞
極端な偏食がある場合は、過不足が予測される栄養素は補助食品等を使って調整し
ます。偏食を矯正するだけでなく、まずは偏食の矯正が可能かどうかを評価・判断し、
可能と判断した場合であっても、まずは栄養素の過不足の調整を行い、矯正は計画的
にゆっくり実施します。
＜その他＞
単一の濃厚流動食の継続的補給は、栄養素の過不足を招く要因ともなることがある
ので、食事をブレンダーにかけて液状にしたブレンダー食の注入等も検討します。ま
た、何種類かの濃厚流動食をローテーション投与することも下痢等の観察は必要です
が、栄養素のバランス不良を防止できる方法の 1 つです。また、食材購入についての
支援が必要な場合は、購入食材に対する相談や社会的資源の導入など検討する必要が
あることもあります。
②

栄養相談
栄養相談は、障害者等本人の意思決定支援と、本人の意思による行動変容を目指します。

本人の意思が反映された食事・食品の選択、食事準備、運動等の日常行動を尊重しつつ、
可能な限り健康上のリスクが少ない生活を送ることができるように創意工夫します。
本人による意思の決定や「できる」行動の選択が困難な場合もあり、家族等に対する栄
養相談を行う場合が少なくありません。栄養相談は、相談者である管理栄養士と本人・家
族等との間に十分な信頼関係が築かれていることが前提になります。管理栄養士は、本
人・家族等が日常生活において、「できること」の目標を一緒に考え決めていきます。こ
の場合、栄養情報を一方的に提供し食事制限等をするのではなく、本人・家族等の個別の
意思や理解度にあわせて、「できること」を探し、双方向の栄養相談を行うことが基本で
す。障害者等への栄養相談は、時間をかけて少しずつ繰り返すことが求められます。しか
し、「できること」の積み重ねによって、食行動が少しずつ変容していくことが少なくあ
りません。
栄養相談に関しては、具体的に「誰が」「誰に」「いつ」「どこで」「何を」「どうしたか」、
その結果、本人の意思や行動はどう変わったか、栄養相談中の会話の内容やその時の表情、
感情、態度等を記録しておきます。
③

栄養ケアに関する多職種間の調整
栄養ケアにかかわる他職種への協力依頼や調整のほか、必要に応じて公的機関、団体へ

の相談、照会、調整を行います。
障害児者の栄養状態維持・改善には、様々な要素が絡んでおり、生活支援員、看護師等
日々の生活にかかわるスタッフや摂食・嚥下機能や身体的機能の維持や向上に対応するリ
ハビリスタッフ、症状兆候の調整のための服薬にかかわる医師や薬剤師等に加え、日々の
食事を準備提供する調理員や栄養士等、その要因によってかかわる職員は多岐にわたりま
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す。いつ誰に協力を求めるかというコーディネートは管理栄養士の重要な役割です。
また、障害の発現が乳児期の場合は、摂食機能を獲得していない場合も少なくなく、ま
た疾患特性としてよく見られる感覚過敏による摂食不良等は、障害児の生涯にわたる栄養
状態に大きな影響を与えます。多職種による食事の観察（ミールラウンド）によって把握
された食行動に対する問題は、食事摂取量に関わる食行動が定着する前に、嚥下や摂食の
トレーニングなどの口腔リハビリテーションや、嚥下機能に合わせた食形態の調整、感覚
過敏に対する脱感作等、栄養状態の維持・向上に向けて「必要なことを必要な時に実施で
きる」体制作りが重要です。
また一般的な高齢者よりも若い年齢から摂食嚥下機能の低下がみられることもあり、早
期の多職種協働による摂食嚥下機能維持は障害者の経口維持には欠かせません。

ステップ９

実施上の問題点の把握・モニタリング

実施している栄養ケアが、実際に対象者個々の栄養状態の改善・向上に寄与できている
かどうかをクリティカルシンキングによって検証していきます。当初の目標通りの結果が
得られなかった場合には、早期に把握し、栄養ケア計画の見直しを行います。
モニタリングは栄養アセスメントと一体化した帳票(様式例)のため、栄養ケアの個別の
目標に対してモニタリング項目をあらかじめ決めておき、定期的に又は必要に応じて個々
のモニタリング項目を計測、検査や観察から記録しておきます。
管理栄養士かたは関連職種は、栄養ケア計画の変更が必要となる状況を適宜把握します。
栄養ケア計画の変更が必要となる状況が確認された場合には、対応する関連職種へ報告す
るとともに計画の変更を行います。
栄養リスクの程度に関わらず、定期的な計測による体重（毎月）、食事摂取量(毎日)はモ
ニタリングの一環として必ず記録を行います。栄養リスクが「低」の場合は体重と食事摂
取量の記録によっては、早期に再栄養スクリーニングが必要になる場合もあります。
栄養リスク「中」の場合は、体重、食事摂取量に加えて、解決すべき栄養課題について
できるだけ定量的な指標について 1～2 か月ごとに観察し記録しておきます。経腸栄養剤
や静脈栄養補給が変更されると、嘔吐や下痢・便秘、浮腫などの変化が起きやすくなりま
す。栄養リスク「中」「低」であっても、栄養補給量の変更後 1 週間は、消化器症状等も
含めてモニタリングすることが必要であり、その状況を記録しておくことによって栄養状
態の変化の要因を早期に発見する一つのポイントともなります。
記録例➀
〇/△

本日昼より経管栄養剤を A から B へ変更となった。投与量は 400ml×3 で変更なし。

〇/□

経管栄養Ｂに変更して便が緩くなったと報告あり。便回数は増えていないのでそのまま経過観

察とする。
〇/◇

38.2℃の発熱が本日見られたがすぐに解熱し、経管栄養剤も 40０ml×3 回消化器症状の出現

なく投与できている。便性は柔らかいものの下痢ではない
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栄養リスク「高」の場合や栄養補給法の移行の必要性のある場合には、モニタリングは
2 週間毎を基本に行います。
体重変化率、食事摂取量などに大きな変化がない場合でも、褥瘡や下痢・嘔吐などの消
化器症状が継続する場合は、看護師との情報連携を密に行い、消化器症状の改善に向けた
栄養介入について、医師や薬剤師等と相談することが必要となります。栄養ケアによって、
栄養状態は日々変化します。モニタリングの項目は常に一定である必要はなく、症状や兆
候が変化した場合は、栄養状態維持・向上を最終目標と考え、モニタリングの項目や頻度
については逐次調整することが求められます。

ステップ１０

再栄養スクリーニング

管理栄養士は、看護師・生活支援員と連携して、栄養状態のリスクにかかわらず、栄養
スクリーニングを 3 か月毎に実施します。なお、体重、食事摂取状況等のモニタリングに
より定期的に栄養状態のリスクを把握することによって再栄養スクリーニングが行われま
す。

ステップ１１

栄養ケア計画の見直し・継続

短期計画の期間が来たら、栄養ケア計画の達成の如何について評価を行います。評価は、
その目標に即した具体的評価項目を達成できているか否かを判断します。


目標が達成できており、そのほかに解決すべき栄養問題がない場合は、栄養ケアを
終了し、３か月ごとの栄養スクリーニングを行い、栄養問題の早期発見に努めます。



目標達成ができなかった場合は、達成できなかった要因を検討し、栄養ケア計画の
見直しを行います。また、問題や課題の抽出のため、再度栄養アセスメントを実施
します。栄養ケア実施方法を再検討や栄養ケア計画の再作成を行い、サービス管理
責任者及び看護師・生活支援員に、栄養ケア計画の変更を提案し、サービス担当者
会議等において計画の変更を行います。変更した栄養ケア計画については、利用
者・家族に説明し同意を得ます。



ほぼ目標達成ができたものの、まだ解決しなければならない問題がある場合は栄養
ケア計画を継続します。栄養ケア計画が継続される場合でも、6 ヶ月、少なくとも
1 年に 1 回は、栄養ケアにかかわる関係者に確認を行い、利用者もしくはその家族
等に説明し同意を得ます。

退所時の説明等
退所時には、総合的な評価を行い、その結果を本人・家族にわかりやすく説明し、必要
に応じて退所後の生活を見据えた栄養相談を行うことも必要です。この場合、相談支援専
門員や看護師や関係職種と連携して行います。また、退所先のサービス提供者には、入所
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時の栄養ケア・マネジメントに関する情報を提供し、買い物支援や配食サービスの検討、
調理方法や栄養剤等の入手方法等についても一緒に相談するなど、関係各所との連絡・情
報共有を行い、現在の栄養状態が維持できるような支援を行います。

ステップ１２

サービス評価と継続的な品質改善活動

最終のステップであるサービス評価と継続的な品質改善活動は、6 か月毎あるいは 1 年
毎に、栄養ケア・マネジメントを提供した全利用者の栄養スクリ－ニング、アセスメン
ト・モニタリング及び栄養ケア計画のデータを集計した評価の結果をもとに、把握された
問題についての改善活動の計画を作成して、その問題解決に向けて組織的に継続的な品質
改善活動に取組む過程です。
この場合の「問題」とは、現実と目標とのギャップ（差）、あるいは、「現実の状況」と
「求められる状態」との差であり、管理栄養士や関連職種の協働、あるいは組織体制を見
直すことによって解決できることが前提です。解決できないことは、「問題」にはなりま
せんし、このギャップが認識されなければ、「問題」にはなりません。
このようなサ－ビス評価は、ある時点をもとに、6 か月間あるいは 1 年間の栄養ケア・
マネジメントによって、どのくらい改善、維持されたか、あるいは悪化したかを客観的に
数量的に表すことになります。
そこで、サービス評価は、個別の利用者に対する栄養スクリーニング、栄養アセスメン
ト・モニタリング、栄養ケア計画作成・実施という個別の PDCA サイクルを適切に回し、
信頼できるデータが収集できていることが前提です。この前提となる個別データの信頼性
がないと、評価結果は歪んだものになります。
栄養ケア・マネジメントを提供した入所者を性別、年齢階層別、障害支援区分別、障害
種別、あるいは摂食嚥下障害の有無別などに層別化（軽度者と重度者の 2 区分など）して
次の割合を集計してみます。
栄養障害の中高リスク者のうち 6 か月後あるいは 1 年後に改善・維持した者の割合、あ
るいは悪化した者の割合は？
摂食嚥下障害のある者のうち、食事量や嚥下調整食分類のコードが改善・維持した者、
あるいは、悪化した者の割合は？
また、これらの改善・維持者の ADL,

IADL の改善・維持や悪化の割合は？

評価期間内の誤嚥性肺炎による入院率は？

在宅復帰率は？罹患率は？死亡率

は？・・・というように評価していきましょう。エクセルの計算機能を用いて、あるいは
十分に手計算で算出することができます。一方、本人・家族のサービスに対する満足感や
不安・不満などを聞き取りすることは質的な評価として必要とされます。
一方、業務の経過（プロセス）の評価として、栄養ケア・マネジメントの業務が経口移
行・維持加算等の関連加算も含めて個別の利用者ごとに手順が実施されたか、多職種との
情報連携や連携した計画作成や実施ができたかなどをチェックして、実施状況の悪いとこ
ろや、コンフリクト（意見の衝突や対立）が生じたところなどをチェックし、うまく行わ
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れない手順の問題を把握し、継続的品質改善活動に繋げていきましょう。
評価結果は、図表を活用して見える化し、管理者や関連職種が認知し、協働して継続的
品質改善活動に組織的に取り組めるようにしましょう。
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Ⅳ．

栄養ケア・マネジメントの事例（帳票（様式例）の記載例）

障害児・者にかかわる栄養ケア・マネジメントは、障害が多岐にわたる、児と者によっ
て体格の評価などが異なる、また障害の所によって基礎代謝に差が出やすく算定式を用い
た一律の消費エネルギー推定が難しい、家族や本人の意向等々、栄養ケアのポイントが絞
りにくく、帳票にどのように記載してよいかと考えることも多いかもしれません。
記載事例として、成人・小児の障害に対する事例を提示して記載例を提示しました。栄
養ケアの記載に「正解」はありません。対象者の QOL をどのように考えるのかによって
も栄養介入の方法は異なり、またそのアウトカムも異なる可能性があります。まずは、栄
養ケアの目標を定めること、そして目標に向かって実践しているケアを記録すること、で
きるだけ客観的な指標に基づいたモニタリングの記録を定期的に実施することなど記録し
ておくことが重要です。

１．障害者の事例
対象者:59 歳女性
１．入所時の情報
【診断名】
<主病名>ウェルニッケ脳症
<障害>四肢麻痺 高次脳機能障害
<現病歴：既往歴>
妊娠悪阻に伴うビタミン B1 不足によりウェルニッケ脳症を発症。退院後より 10 年以
上自宅で過ごしほぼひきこもりの状態であった。その間に幻聴・被害妄想・不眠、多
飲・過食となり精神科受診。特定疾病の認知症に診断にて投薬治療開始。
<入所の経緯>
退院後、四肢失調症状認めヘルパー導入、生活介護事業利用。10 年前に主たる介護者
である父親が亡くなった後はヘルパー導入、ショートステイを利用し生活されていた。
1 年前より身体機能・発動性の低下が著しく、歩行での移動がほぼ困難となり、自宅で
の介護が難しくなり当施設入所となる。
<精神機能>
記憶障害、発動性低下、脱抑制、注意障害などの高次機能障害あり、全般的知的機能も
低下。動作指示の理解は良好。失見当識は顕著で作話もみられる。被害的な発言も多い。
<身体機能>
四肢に固縮と失調あり。右膝と左股関節の屈曲拘縮、左肩屈曲制限、脊柱側弯、頚椎伸
展制限あり。座位不安定、立位は重心が右に偏位し、両足は外反位、一側上肢指示要。
歩行困難。
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【服薬・投薬】
モビコール

1 包×朝

酸化マグネシウム錠 330 ㎎×夕
レキサルティー錠 2 ㎎×夕
アーテン錠 2 ㎎×夕
ゾピクロン錠 7.5 ㎎×眠前
チアブリド錠 25 ㎎×眠前
バルブロ酸ナトリウム錠 100 ㎎×眠前
【検査結果】
<入所前血液検査>
TP：6.9g/dl
AST：15

Alb：4.0g/dl

ALT：8

γ-GTP：9

T-cho：214

TG：145

HDL：66

LDL：

143
BUN：13.0
Na：140
BS：98

CRE：0.64

K：4.0

e-GFR：73.2

UA：3.5

Cl：102

HbA1c：5.4

Hb：13.0

Ht：42.0

【体格】
身長：148 ㎝

体重：56.2 ㎏

BMI：26.0

<体重歴>
10 年前 73 ㎏(BMI33.2)。その後１年半で－20 ㎏の減少あり。
入所前の通所先の情報より、ここ数年は 53～55 ㎏台で推移している。
入所 1 か月前

54.3 ㎏

【ADL】
食事がセッティングで可能な以外はすべてに何らかの介助。
排泄動作介助。尿便意あるが尿便失禁あり。
【フィジカルアセスメント】
<排泄>6～7 回。通所先では職員の定時誘導。夜間はオムツ対応。
<褥瘡>なし
<口腔>左奥歯欠損あり。義歯の使用無し。歯肉発赤・出血・腫れがあり歯石も多い。
<食事摂取状況>
自力摂取可能だが、頸部左傾き、顔は下向き、左肩屈曲制限により口腔に取り込むまで
に食べこぼしが多い。咀嚼回数は少なく、送り込みながらほぼ舌での押しつぶしのみ。
<アレルギー>

鯖
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<活動>
洗面・更衣・入浴など ADL 面では介助を要するが、書字能力もあり簡単な計算などは
可能。
構音障害により聞き取り難さあるがコミュニケーションも可能。
<心理面>
幻聴、妄想あり。食事が待てない、激しく入浴を嫌がる動的行動が見られる。
【生活・家族関係】
<家族構成>

本人・兄・義理姉

<食事摂取状況>
自宅では自力摂取。家族と同じ食事でやわらかくしたもの。食べこぼしが多い。
好き嫌いは無し。間食は通所後に果物、チョコレートなどを摂取。
通所先では常菜刻みにとろみをかけたものを介助で摂取していた。
水分はストローで摂取。
家族からは体重増加しないよう、健康に気を付けて過ごして欲しいとの要望あり。
2．入所 2 週間の観察記録
<体温>36.0～37.0℃

<血圧>125～135/60～70mmg

<排泄>
定時誘導＋希望時(6～7 回/日) 排便は-3 日で浣腸施行。オムツに排便が見られる時も
あり。
<生活状況>施設内は車椅子自走で移動。食事以外は部屋で過ごされることが多い。
<食事内容>
主食：軟飯 140g 副食:軟菜 1.5 ㎝カット(嚥下調整食 4) 水分:とろみなし
禁食：鯖
エネルギー：1400kcal(29kcal/IBW)

たんぱく質：60g

(ショートステイ時と同様

で提供)
<食事摂取量>
主食:10 割

主菜:10 割

副菜:10 割

記録では全量摂取出来ているが、エプロンへの食べこぼしが多い。
<摂食嚥下機能>
意識：問題なし

発声：3 秒以内

水飲みテスト：咽せなし、呼吸良好

咀嚼不十分、嚥下反射遅延あり、機会誤嚥レベル。首下がりのため取り込みも努力性。
<摂取状況>
自力摂取するも、左への傾きあり。舌を大きく出して食物を取り込もうとするが、口・
スプーンの両方から食物が落ちてしまい、食べこぼしが多い。咀嚼も少なくペーシング
も早い。時折咽せることがある。生活支援員より、食事摂取環境の調整と食形態の検討
の依頼あり。
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3．入所 1 か月の観察記録
<体重>56.0 ㎏

BMI：25.5 ㎏/ｍ2 体重減少率 0.35％/Ｍ

<食事内容>
主食：全粥 250g 副食:ソフト食(嚥下調整食 3)

水分:うすいとろみ

禁食：鯖
エネルギー：1400kcal(29kcal/IBW)

たんぱく質：60g

<食事摂取量>
主食:10 割

主菜:10 割

副菜:10 割

<摂取状況>
自力摂取継続。車椅子テーブルの使用、体幹保持クッションを使用することにより、左
への傾きは軽減し、スプーン操作も以前よりは安定。舌を大きく出して食物を取り込も
うとする様子は変わらないが大きめの介助食器に入れて提供することで、口から落ちて
も食器に入り、最後の一口・二口は支援員が介助することにより、エプロン、トレーへ
の食べこぼしはほぼ改善している。食形態はソフト食(嚥下調整食 3)、水分はうすいと
ろみに変更しているが、時折咽せこむ場面がみられる。ペーシングも依然として早く調
整が必要。
<その他>
体重はほぼ変化がなく、BMI:25.5 で中リスクとなっている。食べこぼしが改善し、提
供量と摂取量に大きな差はなくなっているため、提供栄養量の調整を実施。
4．入所 3 か月の観察記録
<体重>53.1 ㎏

BMI：24.2 ㎏/ｍ2 体重減少率 5.2％/3Ｍ

<食事内容>
主食：全粥 170g 副食:ソフト食(嚥下調整食 3)

水分:うすいとろみ

禁食：鯖
エネルギー：1200kcal(25kcal/IBW)

たんぱく質：55g

<食事摂取量>
主食:10 割

主菜:10 割

副菜:10 割

<摂取状況>
一口量調整目的で、ヘッドが一回り小さいスプーンを試行するも、すくいづらくなって
しまうため元のスプーンに戻し、代わりに食事席を支援員の目の届く場所に変更し、声
掛けによって対応しているが、時折咽ることがある。
<その他>
ペーシング調整が充分ではなく、時折咽ることがあるため、発熱等の観察が必要と多職
種間で共有する。提供栄養量を調整し体重は減少がみられているが、減少率が若干早い
ため、1 か月に 1 回は体重の推移を観察し、計画の見直しを検討する。
39
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別紙１
栄養・摂食嚥下スクリーニング・アセスメント・モニタリング （施設） （様式例）

作成年月日

記入者氏名
（ふりがな）
氏

□男

名

生年月日
主障害
主障害の
原因疾患

身体状況、栄養・食
事に関する意向

〇〇 〇〇
✔昭和

□大正
〇 年
✔知的障害

□平成

〇 月
✔身体障害

✔女

様

□令和

併存症

日

□1 □2 □3 □4 □5 ✔6 □その他（

□ 糖尿病

□ 腎疾患

□ 脂質異常症

□ 高血圧

□ その他(

〇 日
✔精神障害

月

年

障害支援区分

）

)

□難病
特記事項

□ ダウン症候群
□ 脳性まひ
□ てんかん
□ 頚椎損傷
□ 脳血管疾患
✔ その他（ウェルニッケ脳症

）

体重増加を予防して健康に過ごしてほしい。

家族構成と
キーパーソン
（支援者）

本人

－兄 義理姉

（以下は、入所（入院）者個々の状態に応じて作成。）

実施日（記入者名）

△ 年△ 月 △ 日（△）

プロセス

（スクリーニング

栄養状態のリスクレベル

□低

✔中 □高

身長

148

体重
栄
養
状
態
の
リ
ス
ク
（
状
況
）

肥満度

26

２）

血清アルブミン値 （g/dl)

✔中 □高

□低

1か月に 3.5 ％
✔中 □高

□低

4.0

アセスメント

□低

✔中 □高

）１）

△ 年△月△＋４W日（△）
（

アセスメント

□低

✔中 □高

△年△＋3月△日（△）

）１）

148

（

アセスメント

□低

✔中 □高

）１）

148

cm

cm

kg

56.0

kg

53.1

kg

kg/ｍ²

25.5

kg/ｍ²

24.2

kg/ｍ²

か月に

％

□増 □減

□無 □有(

✔無 □有

1か月に 0.35％

□増

✔低 □ 中 □ 高

□低 □ 中 □ 高

g/dl)

✔中 □高

□低

□低 □ 中 □ 高
✔増 □減

✔低 □ 中 □ 高

褥瘡
栄養補給法

✔有(

□無

３）

（

cm

56.2

体重変化率（％）

△年△ 月 △＋２W日（△）

）１）

✔無 □有(

g/dl)

✔減

✔低 □ 中 □ 高
3か月に 5.2％

□増

✔中 □高

□低

✔無 □有(

g/dl)

g/dl)

□低 □ 中 □ 高

□低 □ 中 □ 高

□低 □ 中 □ 高

□無 □有

✔無 □有

✔無 □有

□高

□高

□高

✔減

□高

□経腸栄養法 □静脈栄養法

□経腸栄養法 □静脈栄養法

□経腸栄養法 □静脈栄養法

□経腸栄養法 □静脈栄養法

□低 □ 中 □ 高

□低 □ 中 □ 高

□低 □ 中 □ 高

□低 □ 中 □ 高

その他
栄
養
補
給
の
状
態

食事摂取量（割合）

100%

主食の摂取量（割合）

100%

主菜の摂取量（割合）

100%

副菜の摂取量（割合）

100%

その他（補助食品など）

食 必要栄養量：エネルギー・たんぱく質
生
活 嚥嚥下調整食の必要性
状 下
４）
況 調食事の形態（コード）
等 整

✔ 良 □ 不良

✔ 良 □ 不良
□ 良 □ 不良

1400 kcal

60g

（コード：

食とろみ

食事の留意事項の有無（療養食の指示、食事形態

□薄い

）
□中間

□ 良 □ 不良

1400 kcal

60g

✔有

□薄い
□無

□無 □有

％

□ 良 □ 不良

1400 kcal

60g

□中間

）

□濃い

✔有

✔有

✔薄い
□無

□中間

）

□濃い

✔有

％

□ 良 □ 不良

1200 kcal

55g

✔有

（コード：嚥下調整食3
✔薄い
□無

□中間

）

□濃い

✔有

嗜好、 薬剤影響食品、アレルギーなど）

アレルギー：鯖(代替の魚に変更)

その他（食習慣、生活習慣、食行動などの留意事項など）

咀嚼嚥下機能に配慮し、食形態を嚥下調整食 ペーシング調整のため、食事席を支援員の目
左に傾きあり、食物を取り込む際に口・ス
プーンから食物が落ちてしまい、エプロンへ 4→3に変更。食事環境調整により食べこぼ が届く場所に変更し、適宜声掛けを行ってい
る。
しはほぼ改善している。
の食べこぼしが多い。

□無

そ
の 低栄養・過栄養関連問題５）
他

□過食 □拒食
□偏食
□早食い・丸呑み □異食
□盗食 □隠れ食い
□開口･閉口障害 □食べこぼし
□褥瘡 □口腔及び摂食・嚥下
□嘔気･嘔吐 □下痢･便秘
□浮腫 □脱水 □感染･発熱
□経腸･静脈栄養
□生活機能の低下
□医薬品 □その他

① 身体計測等

□無 □有 （

）

□無

② 食生活状況等

□無 □有 （

）

□無

□無 □有 （

）

□無

④ 身体症状

□無 □有 （

）

□無

⑤ その他

□無 □有 （

）

□無

総合評価
計画変更

□無

✔有

□過食 □拒食
□偏食
✔早食い・丸呑み □異食
□盗食 □隠れ食い
□開口･閉口障害 □食べこぼし
□褥瘡 ✔口腔及び摂食・嚥下
□嘔気･嘔吐 □下痢･便秘
□浮腫 □脱水 □感染･発熱
□経腸･静脈栄養
□生活機能の低下
✔医薬品 □その他

アレルギー：鯖(代替の魚に変更)

□無

✔有

□過食 □拒食
□偏食
✔早食い・丸呑み □異食
□盗食 □隠れ食い
□開口･閉口障害 □食べこぼし
□褥瘡 ✔口腔及び摂食・嚥下
□嘔気･嘔吐 □下痢･便秘
□浮腫 □脱水 □感染･発熱
□経腸･静脈栄養
□生活機能の低下
✔医薬品 □その他

食べこぼし・ペーシング調整のための為の食 ペーシング調整の為の食事環境調整が必要。 時折咽こむことがあるため発熱などの観察を
多職種で共有が必要。体重の減少率が若干早
事環境調整、咀嚼・嚥下機能に配慮した食形 BMI中リスクであり提供栄養量の調整が必
要。1400kcal→1200kcalに変更。
い為、体重の推移を注意して観察する。
態の検討が必要

特記事項

課
③ 食行動
題

✔有

□過食 □拒食
□偏食
✔早食い・丸呑み □異食
□盗食 □隠れ食い
□開口･閉口障害 ✔食べこぼし
□褥瘡 ✔口腔及び摂食・嚥下
□嘔気･嘔吐 □下痢･便秘
□浮腫 □脱水 □感染･発熱
□経腸･静脈栄養
□生活機能の低下
✔医薬品 □その他

アレルギー：鯖(代替の魚に変更)

✔ 良 □ 不良

100%

□無

（コード：嚥下調整食3

✔ 良 □ 不良

100%

✔ 良 □ 不良

100%

□無

（コード：嚥下調整食4

□濃い

□無 □有
多
職
種
に
よ
る
栄
養
ケ
ア
の
課
題

％

□無

□無 □有

✔ 良 □ 不良

100%

✔ 良 □ 不良

100%

✔ 良 □ 不良

100%

✔ 良 □ 不良

100%

✔ 良 □ 不良

100%

✔ 良 □ 不良

100%

✔ 良 □ 不良

100%

✔ 良 □ 不良

100%

✔ 良 □ 不良

％

✔ 良 □ 不良

100%

✔ 良 □ 不良

✔有（肥満 BMI：26.0

）
□無

✔有（食形態変更が必要 ）□無
✔有（食べこぼし・ペーシング不良）□無
✔有（咀嚼不良・食事姿勢姿勢不良） □無
✔有（抗精神薬服用中

□改善 □改善傾向 □維持

□改善 □改善傾向 □維持

□改善が認められない

□改善が認められない

□無 □有

□無

✔有
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）□無

✔有（肥満 BMI：25.5
✔有（ペーシング不良）

□無

✔有（車椅子座位姿勢調整中） □無
✔有（抗精神薬服用中

□改善 □改善傾向 □維持
✔改善が認められない
□無

）
✔無 □有（ BMI：24.2

✔有（時折咽込みあり ） □無

✔有

）□無

）

✔有（時折咽込みあり ）

✔有（ペーシングやや不良）
✔有（車椅子座位姿勢調整中）
✔有（抗精神薬服用中

）

□改善 ✔改善傾向 □維持
□改善が認められない
□無

✔有
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氏名

栄養ケア計画書

（様式例）

〇〇

殿

〇〇

管理栄養士

作成者
利用者
または
家族の意向

□□

体重増加を防ぎ、健康に気を付けて生活して
ほしい。

栄養状態のリスク（ □低
解決すべき課題
（ニーズ）

長期目標と期間

短期目標と期間
①
栄養補
給・食
事

□□

適正体重に減量
するため
必要栄養量を
検討する。

✔中

別紙２

入所日

△

年 △ 月 △ 日

初回作成日

△

年 △ 月 2W 日

△+

作成（変更）日

年

月

日

説明と同意日

年

月

日

□高）

サイン

自力摂取しているが食べこぼしが多い。
咀嚼不良、ペーシング不良。時折咽せがみられる。
BMI：26.0と肥満あり、体重減量が必要。

続柄

食べこぼしを減らし、安全に自力摂取を継続する。
摂取栄養量を調整し体重をBMI25以下に減らす(6か月)

栄養ケアの具体的内容
①提供栄養量の調整
エネルギー：1400kcal(29kcal/IBW) たんぱく質:60g
②食事摂取量の把握(食べこぼしについても確認する)
③体重の推移の観察

担当者

毎食

医師
管理栄養士
生活支援員
看護師

①食事時の環境調整の実施
車椅子調整
テーブル・食器・食具の検討
摂食動作の確認

医師
管理栄養士
生活支援員
看護師
理学療法士

③
多職種に
よる栄養
ケア等

摂取しやすい
食事環境を
検討する

期間

医師
管理栄養士
1～3か月
生活支援員
1回/月
看護師

①摂食嚥下機能に配慮した食形態の検討
嚥下調整食4(軟菜一口)→嚥下調整食3(ソフト食)に変更
誤嚥を予防し
多職種に
水分：うすいとろみに変更
安全に食事摂取
よる栄養
②嚥下状態の観察、食形態の検討
する
ケア等
③

頻度

毎食
1～3か月

随時

1～3か月

食事の食べこぼしが多いため、まずは自力摂取出来るよう環境調整を行い、食べこぼしが改善
してから提供栄養量を検討する。

特記事項
栄養ケア提供経過記録
年

月

日

△

△

△+2W 軟飯も丸飲み傾向のため主食全粥に変更。

△

△

△+2W 理学療法士による車椅子調整実施。体幹保持クッションの利用による姿勢調整の実施。

サービス提供項目

食事も可動式テーブルから車椅子テーブルの使用に変更。

△

△

△+2W 柄が曲げられる介護スプーンを試行。慣れていないこともあり受け入れ不良。

△

△

△+3W 高さがある大きめの器に全粥と主菜を入れて提供。口、スプーンから落ちても器に入り、エプロンへの食べ
こぼしは減少。最後の一口、二口は支援員による介助が必要。
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氏名

栄養ケア計画書

（様式例）

〇〇

殿

〇〇

管理栄養士

作成者
利用者
または
家族の意向

□□

体重増加を防ぎ、健康に気を付けて生活して
ほしい。

栄養状態のリスク（ □低
解決すべき課題
（ニーズ）

長期目標と期間

短期目標と期間
①
栄養補
給・食
事

□□

適正体重に減量
するため
必要栄養量を
検討する。

✔中

入所日

△

年 △ 月 △ 日

初回作成日

△

年 △ 月 2W 日

作成（変更）日

△

年 1M 月 △ 日

説明と同意日

摂取しやすい
食事環境を
維持する

△+

月

日

サイン

咀嚼不良、ペーシング不良。時折咽せがみられる。
BMI：25.5と肥満あり、体重減量が必要。

続柄

食べこぼしを減らし、安全に自力摂取を継続する。
摂取栄養量を調整し体重をBMI25以下に減らす(6か月)

栄養ケアの具体的内容
①提供栄養量の調整
エネルギー：1200kcal(25kcal/IBW) たんぱく質:55g
②食事摂取量の観察
③体重の推移の観察

①摂食嚥下機能に配慮した食形態の調整
主食：全粥 パン禁 めん類禁
誤嚥を予防し
多職種に
嚥下調整食3(ソフト食) 水分：うすいとろみ
安全に食事摂取
よる栄養
②嚥下状態の観察
する
ケア等
③ペーシング調整方法の検討
③

△+

年

□高）

③

多職種に
よる栄養
ケア等

別紙２

①食事時の環境調整の継続
車椅子テーブル・体幹保持クッションの利用
摂食動作の確認

担当者

頻度

期間

毎食

医師
管理栄養士
1～3か月
生活支援員
1回/月
看護師
医師
管理栄養士
生活支援員
看護師
医師
管理栄養士
生活支援員
看護師
理学療法士

毎食
1～3か月

随時

1～3か月

特記事項
栄養ケア提供経過記録
年

月

日

△

△

△+2W 軟飯も丸飲み傾向のため主食全粥に変更。

△

△

△+2W 理学療法士による車椅子調整実施。体幹保持クッションの利用による姿勢調整の実施。

サービス提供項目

食事も可動式テーブルから車椅子テーブルの使用に変更。

△

△

△+2W 柄が曲げられる介護スプーンを試行。慣れていないこともあり受け入れ不良。

△

△

△+3W 高さがある大きめの器に全粥と主菜を入れて提供。口、スプーンから落ちても器に入り、エプロンへの食べ
こぼしは減少。最後の一口、二口は支援員による介助が必要。

△

△+1

△

△+1

△

体重変動見られずBMI中リスク。提供栄養量を1400kcal→1200kcalに調整

△+1W 一口量調整の為、ヘッドの小さいスプーンを試行するが、すくい辛くなるため導入せず。支援員の目の届く場所
に食事席を変更し、適宜声掛けする対応に変更。
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別紙３

経口移行・経口維持計画（様式例）
氏名

〇〇

算定加算
□経口移行加算
✔経口維持加算(Ⅰ)
□経口維持加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)
協力歯科医療機関名
(
）

経口摂取の状態

〇〇

性別

✔歯又は使用中の義歯がある

生年月日

□男 ✔女

〇年

〇月

〇日

□食事の介助が必要である

摂食・嚥下機能検査の実施 *

検査実施日 *

✔水飲みテスト ✔頚部聴診法 □嚥下内視鏡検査 □嚥下造影検査 □咀嚼能力・機能の検査
□認知機能に課題あり（検査不可のため食事の観察にて確認） □その他（
）

検査結果や観察等を通して把握した
課題の所在

△年△月△+2W日 ✔ 認知機能

✔ 咀嚼・口腔機能
✔ 嚥下機能

※ 経口移行加算を算定する場合は、*の項目の記入は不要です。
１.

経口による継続的な食事の摂取のための支援の観点

*

※ 当欄の項目に関しては、食事の観察及び会議を月1回実施の上、記入してください。
食事の観察を通して気づいた点
食事の観察の実施日： △年 △ 月 △+2W 日
食事の観察の参加者：✔医師 □歯科医師 ✔管理栄養士 □栄養士 ✔サービス管理責任者 ✔看護職員 ✔生活支援員 ✔その他の職種
① 上半身が左右や前後に傾く傾向があり、座位の保持が困難である

✔はい □いいえ

② 頚部が後屈しがちである

□はい □いいえ

③ 食事を楽しみにしていない

□はい □いいえ

④ 食事をしながら、寝てしまう

□はい □いいえ

⑤ 食べ始められない、食べ始めても頻繁に食事を中断してしまう、食事に集中できない

□はい □いいえ

⑥ 食事又はその介助を拒否する

□はい □いいえ

⑦ 食事に時間がかかり、疲労する

□はい □いいえ

⑧ 次から次へと食べ物を口に運ぶ

✔はい □いいえ

⑨ 口腔内が乾燥している

□はい □いいえ

⑩ 口腔内の衛生状態が悪い

✔はい □いいえ

⑪ 噛むことが困難である（歯・義歯の状態又は咀嚼能力等に問題がある）

✔はい □いいえ

⑫ 固いものを避け、軟らかいものばかり食べる

□はい □いいえ

⑬ 上下の奥歯や義歯が咬み合っていない

✔はい □いいえ

⑭ 口から食物や唾液がこぼれる

✔はい □いいえ

⑮ 口腔内に食物残渣が目立つ

□はい □いいえ

⑯ 食物をなかなか飲み込まず、嚥下に時間がかかる

□はい □いいえ

⑰ 一口あたり何度も嚥下する

□はい □いいえ

⑱ 頻繁にむせたり、せきこんだりする

□はい □いいえ

⑲ 食事中や食後に濁った声に変わる

□はい □いいえ

⑳ 食事の後半は疲れてしまい、特に良くむせたり、呼吸音が濁ったりする

□はい □いいえ

㉑ 観察時から直近1ヶ月程度以内で、食後又は食事中に嘔吐したことがある

□はい □いいえ

㉒ 食事の摂取量に問題がある（拒食、過食、偏食など）

□はい □いいえ

多職種会議における議論の概要
会議実施日： △年

△月

△+２W 日

会議参加者：□医師 □歯科医師 ✔管理栄養士 □栄養士 ✔サービス管理責任者 ✔看護職員

経口による継続的な食事の摂取の
ための支援の観点

✔生活支援員 ✔その他の職種

①食事の形態・とろみ、補助食の活用

□現状維持 ✔変更

②食事の周囲環境

□現状維持 ✔変更

③食事の介助の方法

□現状維持 ✔変更

④口腔のケアの方法

✔現状維持 □変更

⑤医療又は歯科医療受療の必要性
算定加算

経口維持加算(Ⅰ)

✔あり

□なし

担当職種

担当者氏名

気づいた点、アドバイス等

看護師

〇〇 △△

虫歯、歯石、歯肉の腫れなどがあるため歯科受診予定

管理栄養士

□□ □□

咀嚼回数少なくほぼ舌での押しつぶしのみであり食形態変更が必要。

生活支援員

□□ 〇〇

エプロンへの食べこぼしが多く、環境調整が必要。

理学療法士

●● △△

座位姿勢が食事摂取にも影響しており、調整が必要。

経口維持加算(Ⅱ)
食事形態の種類・とろみの程度
※日本摂食・嚥下リハビリテーション学会
嚥下調整食分類2013やその他嚥下調整食分
類等を参照のこと

２.
※

主食:軟飯→全粥に変更 副食：嚥下調整食4(軟菜1.5㎝カット)→嚥下調整食３(ソフト食)に変更
水分 うすいとろみ

経口による食事の摂取のための計画
栄養ケア計画や施設サービス計画において記入している項目は、下記の該当項目の記入は不要です。また、初回作成時及び前月から変更がある場合に記載して下さい。

初回作成日（作成者）
作成（変更）日（作成者）

△年

△月

年

月

△＋２W 日
日

（ 管理栄養士 □□ □□

（

入所者又は家族の意向
自力摂取を継続したい。
安全に経口摂取を継続してほしい。

）
）
説明と同意を得た日
（※初回作成時及び大幅な変更時）
年

解決すべき課題や目標、
目標期間
経口による食事
の摂取のための
対応

月

日

誤嚥を予防し安全に食事摂取する。
食べこぼしを減らし、ケースが摂取しやすよう食事環境を検討する

経口移行加算
経口維持加算(Ⅰ)*

食形態の変更(嚥下調整食4→3)、食事姿勢調整(車椅子・テーブル)、食具・食器の検討、嚥下状態・摂食動作の確認

経口維持加算(Ⅱ)*
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２．障害児の事例
対象者:6 歳 6 ヶ月

男児

1.入所時の情報
【診断名】
＃1.急性脳症
＃2.急性硬膜下血腫後
＃3.点頭てんかん後
<障害>重度四肢まひ 精神発達遅滞

てんかん

<現病歴：既往歴>
在胎 38 週 5 日、3185g で仮死なく出生。生後 9 か月の時に、突然の発熱、けいれん
重積があり、近医受診後、こども医療センターへと紹介受診となり、原因不明の急性脳症
と診断された。入院後は低体温療法・ステロイドパルス療法・ガンマグロブリン療法、シ
クロスポリン療法等開始された。治療の経過中に脳腫脹の進行があり、低体温療法は 10
日間施行された。ICU 退室後、TRH（Thyrotropin−releasing hormone）療法が施行さ
れたが、びまん性の脳委縮が見られた。入院約 110 日目に自宅退院となった。
退院後、4 日後に啼泣強く、泣き止まない状況が続いた。その 10 時間後にけいれんが
出現し、けいれん停止後、反応がなくなったために救急車で搬送された。搬送後、覚醒し
たが頭部 CT 並びに MRI で硬膜下血腫が認められ、再入院となった。その後、眼科の両側
眼底出血が認められたため、急性硬膜下血腫と診断された。硬膜下血腫は手術適応なく、
保存的加療となった。入院中に両手を挙上する点頭発作があり ACTH 療法（副腎皮質ホル
モン）が施行された。てんかんはその後発作見られず、抗てんかん薬の処方内容・量につ
いては変更なく継続されている。
1 歳 3 か月の時に退院し、その時から定期的なリハビリ訓練に通っていたが、就学を機
に当センターに入所となった。
<入所の経緯>
障害に対する両親の受け入れが悪く、硬膜下血腫の原因としても虐待が疑われたため、
児童相談所の介入のもと、父方の祖母が養育の中心となっていたが、就学時の送り迎えな
どの問題を契機に施設入所を検討することとなった。両親はその後離婚し、これまでは父
と父方祖母（祖父はなくなっている）で養育をしてきた。
<発達>
粗大運動は頚定可、寝返りは未獲得。体幹の保持力が弱く姿勢は崩れがちである。下肢
装具など用いて立位や端坐位の訓練を行い、現在はキッドウォークを用いて、10m くら
いの歩行前進が可能となっている。上肢運動は、手を伸ばしておもちゃを持つことはでき
るが、食事などの ADL には結びついていない。
（ 46 ）
－ 188 －

44

知的障害は最重度で、発語なく言語理解も乏しい状況である。人を見分けて笑顔を見せ
るなどの感情の表出は比較的豊かである。
【服薬・投薬】
デパケンシロップ 6 ㎖/分 2
フェノバールエリキシル 9 ㎖/分 2
【体格】
身長：104.8 ㎝（－2.4SD）（膝高 19.4 ㎝から算出）

体重：17.5 ㎏（－1.1SD）

BMI：15.9 ㎏/㎡、％SBMI99％
<体重歴>
出生後、身長・体重ともに成長曲線の中央値に近い部分で生後 9 か月までは推移。1 歳
3 か月の時は、身長 73.2 ㎝（−1.7SD）、体重 7.1 ㎏（−2.8SD）、BMI13.3 ㎏/㎡（％
SBMI80％）であったが、徐々に改善し現在に至っている。
<アレルギー>

生卵（加熱後、加工品は摂取できる）

<食事>
幼児食

主食米飯

摂取栄養量概算

副食一口大カット
1000kcal/日

全介助で全量摂取
果物、ゼリーが好き
水分はストローで摂取可能
<排泄>
毎日排便あり

やや軟便

おむつ
2.入所 2 週間の観察記録
〈食事内容〉
主食米飯 100g 副食幼児前期食（軟食）一口大カット
4 回食 15 時間食
生卵・半熟卵禁
〈提供栄養量〉

エネルギー1200kcal

たんぱく質 45g

〈食行動〉
食具

幼児用スプーンとフォーク

食事時に自分で持っている

全介助によって、全量摂取できている
（ 47 ）
－ 189 －
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〈ミールラウンドによる観察〉


米飯は通常の硬さで全量摂取できるが、パンは口の中にたまってしまってなかなか呑
み込めない。パンがゆにすると上手に摂取できる。麺類をすすることはできない。刻
んであれば食べられる。柔らかいナポリタンの時はとてもうれしそうに食べていて好
きそうである。



肉類はひき肉よりも、薄切りをもぐもぐして摂取する方が食べやすそうである。魚は
よく食べてくれる。卵焼きやプリンでのアレルギーの症状なし。



ほうれん草や小松菜などの葉菜は刻んであっても、なかなか飲み込まない。



芋類は大好き。特にポテトサラダは気にいている様子である。



牛乳、麦茶はストローで上手に摂取できる。



イチゴ、ミカンはもっとという仕草をする。ミカンは砂のうのままでもぐもぐ食べら
れる。

3．入所 1 か月後の観察記録
体重計測実施

17.6 ㎏（排便後）

BMI16.0kg/㎡

％SBMI100％

〈食事内容〉
主食米飯 100g 副食幼児前期食（軟食）一口大カット
パンはパンがゆ

麺類は 2 ㎝カットで柔らかく調理する

4 回食 15 時間食
生卵・半熟卵禁
〈提供栄養量〉

エネルギー1200kcal

たんぱく質 45g

〈食行動〉
食具

幼児用スプーンとフォーク

食事時に自分で持っている

全介助によって、全量摂取できている
イチゴは自分でもって口に運ぼうとする。少し手を添えてあげると口にもっていける。
〈ミールラウンドによる観察〉


麺類は好き。うどんもよく食べる。



肉類は口の中に残ってしまう。イモ類と混ぜてあげると食べられる。魚は焼き魚でも
食べることができる。



ほうれん草や小松菜などの葉菜は刻んであっても、なかなか呑み込まない。



芋類は大好き。かぼちゃのサラダ好きそう。



牛乳、麦茶はストローで上手に摂取できる。



リンゴは小さくしても上手に食べられない。煮リンゴにする必要がある。

〈そのほか〉
（ 48 ）
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入所時に排便が不規則であったが、最近は朝食後に排便することが多い。便性もブリス
トルスケール 2‐3 でよい。
機嫌がよいと音楽に合わせて手を振る仕草あり。
3．入所 3 か月後の観察記録
膝高計測 20.0 ㎝（推定身長 106.1 ㎝

－2.3SD）体重計測 18.1 ㎏（－1.1SD）

BMI16.1 ㎏/㎡
％SBMI101％
〈食事内容〉
主食米飯 100g 副食幼児前期食（軟食）一口大カット
パンがゆ

麺類は 2 ㎝カット

4 回食 15 時間食
生卵禁
〈提供栄養量〉

エネルギー1200kcal

〈平均摂取量〉

主食 100％

たんぱく質 45g

副食 100％

〈食行動〉
食具

幼児用スプーンとフォーク

食事時に自分で持っている

全介助によって、全量摂取できている
〈ミールラウンドによる観察〉


卵は、温泉卵はアレルギーの症状なく摂取できる。温泉卵を混ぜた卵かけご飯はお
気に入り。



カレーやシチューの肉類は上手に食べられている。その他の肉類についてはペース
ト状にするか、イモ類などに混ぜて食べることができる。



ほうれん草や小松菜も胡麻和えなどにして細かい刻みにすると食べることができる。
あえてあっても、小さじ 1/2 量程度にして口に入れてあげるとモグモグして呑み込
める。



芋類は全般的に好きだが、かぼちゃやジャガイモのマヨネーズを使ったサラダ好き
である



牛乳、麦茶はストローで上手に摂取できるが、味噌汁などはスプーンであれば摂取
できる。



果物好き。イチゴ、ミカン、スイカ、バナナ

リンゴは煮リンゴにする必要あり

〈そのほか〉
排便良好。おおむね午前中に毎日排泄がある入所時に排便が不規則であったが、便性：
ブリストルスケール 2‐3

ほうれん草、ゴマ粒などはそのまま排泄されることあり。
（ 49 ）
－ 191 －
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機嫌がよいと音楽に合わせて手を振る仕草あり。
てんかん発作なし。発熱なし。

（ 50 ）
－ 192 －
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別紙１
栄養・摂食嚥下スクリーニング・アセスメント・モニタリング （施設） （様式例）
（ふりがな）
氏

2022

作成年月日

記入者氏名 〇〇〇〇
✓男

年

障害支援区分

月

3

3

日

□1 □2 □3 □4 □5 ✓6 □その他（

）

名
□□□□

生年月日
主障害
主障害の
原因疾患

□大正
△

□昭和
年

△

□知的障害

□女
✓平成

月 △

□身体障害

□ ダウン症候群
□ 頚椎損傷
□ その他（

□令和

併存症

□ 腎疾患

□ 脂質異常症

□ 高血圧

□ その他(

日
□精神障害

□ 糖尿病

)

□難病
特記事項
やや成長障害の傾向あり（身長の伸びの停滞）食事内容については、短調傾向にあ
り、調理によっては摂取できる食品が増える可能性がある。

✓ 脳性まひ
✓ てんかん
✓ 脳血管疾患
）

本人 － 父 祖母

家族構成と
キーパーソン
（支援者）

身体状況、栄養・食
健康に過ごして 何でもおいしく食べれるようになってほしい
事に関する意向

（以下は、入所（入院）者個々の状態に応じて作成。）

実施日（記入者名）

△ 年△ 月 △ 日（△）

プロセス

（

栄養状態のリスクレベル

✓低 □ 中 □ 高

栄
養
状
態
の
リ
ス
ク
（
状
況
）

△年△ 月 △＋２W日（△）

）１） （

スクリーニング

104.8cm（－2.4SD）

体重

17.5kg（－1.1SD）

）１）

アセスメント

□低 □ 中 □ 高
cm

✓低 □ 中 □ 高
か月に

体重変化率（％）

％

□増 □減

３）

褥瘡
栄養補給法

✓無 □有(

106.1cm（－2.4SD）

17.6kg（－1.2SD）

18.1kg（－1.1SD）

11%

か月に

％

□低 □ 中 □ 高
□増 □減

か月に

□低 □ 中 □ 高

g/dl)

）１）

アセスメント

□低 □ 中 □ 高

104.8cm（－2.５SD）

kg

□低 □ 中 □ 高

□低 □ 中 □ 高

△年△＋3月△日（△）
（

10%

２）

血清アルブミン値 （g/dl)

△ 年△月△＋４W日（△）
（

□低 □ 中 □ 高

身長

肥満度

）１）

アセスメント

□無 □有(

％

□増 □減

□低 □ 中 □ 高

g/dl)

□無 □有(

10%

□低 □ 中 □ 高
か月に

％

g/dl)

□無 □有(

g/dl)

□低 □ 中 □ 高

□低 □ 中 □ 高

□低 □ 中 □ 高

□低 □ 中 □ 高

✓無 □有

□無 □有

□無 □有

□無 □有

□高

□高

□増 □減

□低 □ 中 □ 高

□高

□高

□経腸栄養法 □静脈栄養法

□経腸栄養法 □静脈栄養法

□経腸栄養法 □静脈栄養法

□経腸栄養法 □静脈栄養法

□低 □ 中 □ 高

□低 □ 中 □ 高

□低 □ 中 □ 高

□低 □ 中 □ 高

その他
栄
養
補
給
の
状
態

食事摂取量（割合）

100%

✓ 良 □ 不良

100%

✓ 良 □ 不良

100%

✓ 良 □ 不良

100%

✓ 良 □ 不良

主食の摂取量（割合）

100%

✓ 良 □ 不良

100%

✓ 良 □ 不良

100%

✓ 良 □ 不良

100%

✓ 良 □ 不良

主菜の摂取量（割合）

100%

✓ 良 □ 不良

100%

✓ 良 □ 不良

100%

✓ 良 □ 不良

100%

✓ 良 □ 不良

副菜の摂取量（割合）

100%

✓ 良 □ 不良

100%

✓ 良 □ 不良

100%

✓ 良 □ 不良

100%

その他（補助食品など）

必要栄養量：エネルギー・たんぱく質
食
生
活
状
況
等

嚥嚥下調整食の必要性
下
調食事の形態（コード）４）
整
食とろみ

食事の留意事項の有無（療養食の指示、食事形態
嗜好、 薬剤影響食品、アレルギーなど）

□ 良 □ 不良

％

□ 良 □ 不良

％

□ 良 □ 不良

％

□ 良 □ 不良

1000 kcal

g

1200 kcal

35-40g

1200 kcal

35-40g

1200 kcal

35-40g

□無 □有

✓無 □有

（コード：
□薄い

）
□中間

□薄い

□無 ✓有

）
□中間

✓無 □有

（コード：

□濃い

□薄い

□無 ✓有

）
□中間

（コード：

□濃い

□無 ✓有

✓有

体幹の保持力弱く、姿勢が崩れがち

□無

□過食 □拒食
✓偏食
□早食い・丸呑み □異食
□盗食 □隠れ食い
□開口･閉口障害 □食べこぼし
□褥瘡 □口腔及び摂食・嚥下
□嘔気･嘔吐 □下痢･便秘
□浮腫 □脱水 □感染･発熱
□経腸･静脈栄養
□生活機能の低下
□医薬品 □その他

✓有

）
□中間

□濃い

食物アレルギー：生卵のみ（温泉卵
可）一口大カット パンがゆ 葉菜柔
らかくする 果物好き
体幹の保持クッション使用

□無

□過食 □拒食
✓偏食
□早食い・丸呑み □異食
□盗食 □隠れ食い
□開口･閉口障害 □食べこぼし
□褥瘡 □口腔及び摂食・嚥下
□嘔気･嘔吐 □下痢･便秘
□浮腫 □脱水 □感染･発熱
□経腸･静脈栄養
□生活機能の低下
□医薬品 □その他

□薄い
□無 ✓有

食物アレルギー：生卵 （加熱卵・加
食物アレルギー：生卵 （加熱卵・加
工食品は摂取可） 一口大カット パ
工食品は摂取可）
ンがゆ 葉菜柔らかくする 果物好き

□無

そ
の 低栄養・過栄養関連問題５）
他

✓無 □有

（コード：

□濃い

その他（食習慣、生活習慣、食行動などの留意事項など） 体幹の保持力弱く、姿勢が崩れがち

多
職
種
に
よ
る
栄
養
ケ
ア
の
課
題

✓ 良 □ 不良

％

体幹の保持クッション使用

✓有

□無

□過食 □拒食
✓偏食
□早食い・丸呑み □異食
□盗食 □隠れ食い
□開口･閉口障害 □食べこぼし
□褥瘡 □口腔及び摂食・嚥下
□嘔気･嘔吐 □下痢･便秘
□浮腫 □脱水 □感染･発熱
□経腸･静脈栄養
□生活機能の低下
□医薬品 □その他

✓有

□過食 □拒食
✓偏食
□早食い・丸呑み □異食
□盗食 □隠れ食い
□開口･閉口障害 □食べこぼし
□褥瘡 □口腔及び摂食・嚥下
□嘔気･嘔吐 □下痢･便秘
□浮腫 □脱水 □感染･発熱
□経腸･静脈栄養
□生活機能の低下
□医薬品 □その他

① 身体計測等

食事全介助 自分でスプーン・
好きな果物は呑み込み良好 葉菜 麺類・イモ類・果物好き リンゴ 好きな果物は呑み込み良好 葉菜
フォーク持てますが、食事摂取に
類は刻んであっても飲み込めない
は煮リンゴにする
類は刻んであっても飲み込めない
はつながりません
□無 ✓有 （
）
□無 ✓有 （身長1/3M 体重毎月）
□無 □有 （
）
□無 ✓有 （身長1/3M 体重毎月）

② 食生活状況等

□無 □有 （

）

□無 ✓有 （一口カット

）

□無 ✓有 （一口カット

□無 □有 （

）

✓無 □有 （

）

□無 □有 （

）

✓無 □有 （

④ 身体症状

□無 ✓有 （

）

□無 ✓有 （体幹維持リハ）

□無 □有 （

）

□無 ✓有 （体幹維持リハ）

⑤ その他

□無 □有 （

）

□無 □有 （

□無 □有 （

）

□無 □有 （

特記事項

課
③ 食行動
題

総合評価
計画変更

） □無 □有 （

）

□改善 □改善傾向 □維持

□改善 □改善傾向 □維持

□改善 □改善傾向 □維持

□改善 □改善傾向 □維持

□改善が認められない

□改善が認められない

□改善が認められない

□改善が認められない

□無 □有

□無 ✓有

□無 □有

✓無 □有

（ 51 ）
－ 193 －
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栄養ケア計画書

（様式例）

□□□□

氏名

入所日

△

年 △

月

△ 日

初回作成日

△

年 △

月

△ 日

健康に過ごして何でもおいしく食べれるようになって 作成（変更）日
ほしい

年

月

日

年

月

日

栄養状態のリスク（ ✓低

サイン

殿

○○○○

作成者
利用者
または
家族の意向

説明と同意日

解決すべき課題
（ニーズ）

□中

□高）

食事の幅を広げてゆくこと。身長と体重のバランスを維持しつつ、順調に成長する
こと

長期目標と期間

長期目標：身長−1.0SD 体重BMIが標準的となる体格 摂食機能の発達
短期目標：摂食機能の把握

短期目標と期間

栄養ケアの具体的内容

①
栄養補
給・食
事

別紙２

続柄

担当者

頻度

期間

摂取量：毎
食事摂取状況から摂取栄養量の評価
日
適正体重の維持 栄養摂取量と身長・体重の評価
管理栄養士 体重：毎月 ６か月間
居宅時よりも、エネルギーとたんぱく質を増加して設定。体重のモニタリン
身長：３か月
グによって提供量を調整する 体重評価はBMIを使用して評価
に一回

②
栄養相
談

③

メールラウンド、介護士・保育士・看護師を交えた摂食機能について定期

多職種に
摂食機能の評価 的に情報交換を行う。状況によっては自力摂取に向けての訓練プランを
よる栄養
率案する。
ケア等

管理栄養
士看護師

1/M

１年

特記事項
栄養ケア提供経過記録
年

月

日

△

△

△

トーストやロールパンは口の中で遊んでしまい、唾液を吸って飲み込みにくそうである。パンがゆ対応にする

△

△

△

昼食のうどんは１－２㎝カットで提供する ひき肉もいつまでも口の中に残っている様子見られる

△

△

△

プリン喜んで食べている様子。発赤などの症状なく経過

△

△

△

イチゴ自分でもって口に運ぼうとするが難しそう。手を添えてあげると可能。

△

△＋1

△

体重計測実施 ＋0.1㎏ 食事摂取量良好。食事内容現状維持。

△

△＋3

△

膝高と体重計測実施。体重＋1.5㎏であるが身長の伸びも顕著。BMIで評価すると標準的。食事内容現状維
持とする。葉物野菜も料理によって摂取できるようになってきている。肉類は形状というよりも好き嫌いかもしれ
ない。ミールラウンド継続して食品の幅を広げてゆく。

サービス提供項目
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別紙３

経口移行・経口維持計画（様式例）
氏名

□□□□

算定加算
□経口移行加算
✓経口維持加算(Ⅰ)
□経口維持加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)
協力歯科医療機関名
(
）

経口摂取の状態

性別

□歯又は使用中の義歯がある

生年月日

✓男 □女

△年 △月 △日

摂食・嚥下機能検査の実施

✓食事の介助が必要である

*

検査実施日 *

□水飲みテスト □頚部聴診法 □嚥下内視鏡検査 □嚥下造影検査 □咀嚼能力・機能の検査
✓認知機能に課題あり（検査不可のため食事の観察にて確認） □その他（
）

年 月 日

検査結果や観察等を通して把握した
課題の所在

□ 認知機能
□ 咀嚼・口腔機能
□ 嚥下機能

※ 経口移行加算を算定する場合は、*の項目の記入は不要です。
１.

経口による継続的な食事の摂取のための支援の観点 *

※ 当欄の項目に関しては、食事の観察及び会議を月1回実施の上、記入してください。
食事の観察を通して気づいた点
食事の観察の実施日： △ 年 △ 月 △ 日
食事の観察の参加者：□医師 □歯科医師 ✓管理栄養士 □栄養士 ✓サービス管理責任者 ✓看護職員 ✓生活支援員 □その他の職種
① 上半身が左右や前後に傾く傾向があり、座位の保持が困難である

✓はい □いいえ

② 頚部が後屈しがちである

□はい ✓いいえ

③ 食事を楽しみにしていない

□はい ✓いいえ

④ 食事をしながら、寝てしまう

□はい ✓いいえ

⑤ 食べ始められない、食べ始めても頻繁に食事を中断してしまう、食事に集中できない

□はい ✓いいえ

⑥ 食事又はその介助を拒否する

□はい ✓いいえ

⑦ 食事に時間がかかり、疲労する

□はい ✓いいえ

⑧ 次から次へと食べ物を口に運ぶ

□はい ✓いいえ

⑨ 口腔内が乾燥している

□はい ✓いいえ

⑩ 口腔内の衛生状態が悪い

□はい ✓いいえ

⑪ 噛むことが困難である（歯・義歯の状態又は咀嚼能力等に問題がある）

□はい ✓いいえ

⑫ 固いものを避け、軟らかいものばかり食べる

✓はい □いいえ

⑬ 上下の奥歯や義歯が咬み合っていない

□はい ✓いいえ

⑭ 口から食物や唾液がこぼれる

□はい ✓いいえ

⑮ 口腔内に食物残渣が目立つ

□はい ✓いいえ

⑯ 食物をなかなか飲み込まず、嚥下に時間がかかる

□はい ✓いいえ

⑰ 一口あたり何度も嚥下する

□はい ✓いいえ

⑱ 頻繁にむせたり、せきこんだりする

□はい ✓いいえ

⑲ 食事中や食後に濁った声に変わる

□はい ✓いいえ

⑳ 食事の後半は疲れてしまい、特に良くむせたり、呼吸音が濁ったりする

□はい ✓いいえ

㉑ 観察時から直近1ヶ月程度以内で、食後又は食事中に嘔吐したことがある

□はい ✓いいえ

㉒ 食事の摂取量に問題がある（拒食、過食、偏食など）

□はい ✓いいえ

多職種会議における議論の概要
会議実施日：

△ 年 △

月 △

日

会議参加者：✓医師 □歯科医師 ✓管理栄養士 □栄養士 □サービス管理責任者 ✓看護職員 ✓生活支援員 ✓その他の職種 保育士

経口による継続的な食事の摂取の
ための支援の観点

①食事の形態・とろみ、補助食の活用

✓現状維持 □変更

②食事の周囲環境

✓現状維持 □変更

③食事の介助の方法

✓現状維持 □変更

④口腔のケアの方法

✓現状維持 □変更

⑤医療又は歯科医療受療の必要性
算定加算

経口維持加算(Ⅰ)

□あり

✓なし

担当職種

担当者氏名

気づいた点、アドバイス等

管理栄養士

〇〇

好きなものであれば、積極的に食べられる。噛む、すりつぶすという口腔機能は低い？

看護師

〇〇

食べる意欲はあり、介助によってほとんどの食物は摂取できる

生活支援員

〇〇

食べること楽しそうである。好きなものは嬉しそうに食べる。プリンを喜んでいる

経口維持加算(Ⅱ)
食事形態の種類・とろみの程度
※日本摂食・嚥下リハビリテーション学会
嚥下調整食分類2013やその他嚥下調整食分
類等を参照のこと

２.
※

水分もとろみ必要なし、ストローで摂取できるが、太いストローだと飲み込めないときがある。細いストローがよい。
口に一度に入る量の1/2-1/3くらいのサイズにカットすると葉菜を除くほとんどの食品が摂取できる。

経口による食事の摂取のための計画
栄養ケア計画や施設サービス計画において記入している項目は、下記の該当項目の記入は不要です。また、初回作成時及び前月から変更がある場合に記載して下さい。

初回作成日（作成者）

△ 年 △

作成（変更）日（作成者）

年

月

月 △

日

日

（

（

入所者又は家族の意向

管理栄養士〇〇〇

）
）

同意者のサイン

説明と同意を得た日

（※初回作成時及び大幅な変更時）

（※初回作成時及び大幅な変更時）
年

解決すべき課題や目標、
目標期間
経口による食事
の摂取のための
対応

食べれる食品の幅を広げる。自分で摂取できる食物を見つける（果物は可能そうである）

経口移行加算
経口維持加算(Ⅰ)*

体幹保持のためのマット利用 一口大カット、葉菜柔らかくしてからカット パンがゆ対応、

経口維持加算(Ⅱ)*

（ 53 ）
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Column 1
栄養スクリーニングの基本

栄養スクリーニングは、入所者等の栄養リスクの有無のふるいわけを行う過程であり、
栄養ケアを効率よくかつ効果的に実践するためには、利用者や対象者の特徴に即したスク
リーニング指標の設定が望ましいと言えます。
障害児者は低栄養と過栄養が同時に存在する二重負荷（Double Burden Malnutrition,
ＤＢＭ）の状態があると報告（大和田らの調査

現在投稿中）されており、低栄養・過栄

養の両方を栄養リスクとして捉えられるスクリーニング項目を設定し、入所後 1 週間以内
に実施します。
米国静脈経腸栄養学会（ASPEN）やヨーロッパ静脈経腸栄養学会（ESPEN）が中心と
なって 2019 年に発表された低栄養の診断基準 GLIM（Global Leadership Initiative on
Malnutrition）1)では、栄養状態の表現型として体格（BMI、体重変化率、筋肉量）と表
現型で示されている栄養状態に至った要因・原因として栄養補給量と身体状況（発熱や炎
症などの消費エネルギー上昇の要因）から診断するとしています。
この GLIM が提言されている論文の中では、有用性がすでに検証されている 9 つの低栄
養のスクリーニング・アセスメント法のすべての指標が比較され、この９つに共通するの
は＜炎症や疾患状況＞と＜体重減少＞の 2 項目、また、＜食事量の減少＞は 8 つの方法で
共通する項目でした。
また欧米で汎用されている小児用の 5 つのスクリーニング・アセスメント法（資料④）
と比較してもこれらの 3 項目は共通しており、年齢にかかわらず、これらの項目は低栄養
のスクリーニング指標として用いることができます。
これらのことから、様式例の障害児者に対する栄養スクリーニング項目のうち①体重、
②食事摂取量、栄養補給法の２つ項目が基本項目として、低栄養及び過栄養のリスクの判
定に利用でき、これら 2 つの項目が入所のスクリーニング項目として重要となります。
障害児者に対する過栄養の問題は、早期の生活習慣病につながる可能性も高く、知的障
害者に多く見られる肥満の問題は、食行動の変容による改善が難しいことも多く、また、
乳幼児期の一時的な栄養障害はその後の成長発達 2）や生活習慣病 3）にまで影響を与えるこ
とを考えると、入所時に低リスクの栄養状態であっても、各フロワーや居室ごとにスクリ
ーニングの日程をあらかじめ決めて栄養スクリーニングを定期的に行い、早期に栄養リス
クを把握し、栄養アセスメント・モニタリング表を作成することが必要です。
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Column 2
身体計測のために

体重はエネルギーの過不足の指標となるため、少なくとも 1 か月ごとに計測します。体
重は、食事時間や排便・排尿状況、浮腫などの身体状況の影響を受けるため、計測時間は
できるだけ一定にします。浮腫がなくても、朝と夕の体重は約 1～2 ㎏の差があります。
知的・精神障害の場合には、身体計測は比較的問題なく実施できますが、四肢の欠損等
がある場合には、図２を参考に身長に対する体重を算出します。身長は計測方法によって、
また体重は計測する時間によって差異が出やすいので計測時間の他に計測方法を一定にし、
できれば計測者も同一者によって行うことが望ましいと言えます。
1.

身長の計測
立位が取れない場合は、仰臥位による三点測定、五点測定のほか、膝高計測力の推定式

を用いて算出し、何度か計測した平均値を用いる。２歳未満の乳幼児は仰臥位で乳児用の
測定器具を用いて計測します。
＊

三点測定

頭頂→首の付け根（乳様突起）→腰骨の上（腸骨稜線上）→足底（足首

を直角にする）①→②→④→⑦
＊

五点法（石原式）4）

頭頂→首の付け根（乳様突起）→大腿骨突端（大転子）→膝

関節外側中央→くるぶし（外踝）→踵部足底点
＊

膝高からの算定

①→②→③→⑤→⑥→⑦

⑤→⑦（⑤と⑦が 90 度にできるだけ近くなるように測定）

男性：64.2+2.12×膝高（㎝）－0.07×年齢
女性：77.88+1.77×膝高（㎝）－0.10×年齢
身長の計測は、体格評価などに必要であり、また小児期では成長評価としても用いられ
ますが、立位以外のいずれの方法においても差異が大きいため、計測方法についても記録
しておきます。

①頭頂
②乳様突起
③大転子
④腸骨稜線上
⑤膝関節外側中央
⑥くるぶし（外踝）
⑦足底

図 1）身長の計測方法
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2．体重の計測
成人であれば、体重の変化率がエネルギー出納の指標となりますが、小児期は身長と体
重の増加が同時もしくは繰り返し起こるので、身長に対する体重の比率を示す指標（カウ
プ指数、ローレル指数）を用いて評価します。
一般的に身体障害や四肢の欠損などがあり BMI で評価する場合は、欠損分の体重を加味
して評価します。しかし体組成などの影響が大きく誤差が大きくなるため、成人であれば
体重変化率が最も簡便なエネルギー動態を示す指標となります。成人の骨格筋量は体重の
約 25-35％５）といわれており、重症心身障害児者や重度の肢体不自由児者の場合は、日
常的な活動量が少ないために本来増加する骨格筋が十分に増加しないことが体重に大きく
影響します。骨格筋量が少ないことが影響して、その活動量によって標準的な BMI も 22
㎏/㎡の 70％程度すなわち 15-16 ㎏/㎡と考えられます。障害者の体重評価には、体組成
の評価がより重要となります。
15 歳未満の小児期では、体重は成長曲線に

図２）欠損部位別の重量比

沿って増加していくことが一つの成長であり、
成人の体重増加とは異なります。体重の増加は
身長の伸びと相関しており、身長の伸びに比較
して体重の伸びが大きい場合は、体重の増加を
鈍化もしくは停滞させることによって、身長が
体重に見合うまでエネルギー調整を行うことも
あります。肥満度や合併症の程度や有無によっ
ても異なりますが、小児期の急激な減量は成長
障害につながることもあり、小児期は体重だけ
ではなく身長も合わせた評価が重要です。ま
た、乳幼児期は障害の有無による筋肉量に大き

元木恵子
考察

パラリンピックアスリートのエネルギー必要推定に関する

J. High performance Sport5（２０２０）３５－４３

な差異がないため、栄養量が過不足なく給与さ
れていると健常児に近い成長がみられることも少なくありません。
事故などにより四肢の欠損がある場合は、欠損前の体重も記載しておくことも重要です。
記載がない場合は、以下のような式で欠損部位の重量も加味した体重を算出します。
欠損部位加味体重＝欠損後体重×欠損部位の重量％÷（100‐欠損部位の重量％*）
＊欠損部位の重量％は図２を参照のこと

３．体格の評価
体重の評価は、身長に対する割合を表す BMI（Body Mass Index）を用い、一般的には
体脂肪は BMI に比例していると考えられています。しかし、同じ BMI であっても、筋肉
よりも脂肪の比重が小さく、筋肉質の体形では BMI が高くなり、脂肪が多い体形では印象
よりも BMI が低くなることもあります。BMI だけでなく、体組成を把握することが適切な
栄養量の算出には必要となります。客観的な数字で示すことが難しい場合は、身体活動能
（ 58 ）
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などから筋肉量の評価を主観的であっても実施しておくことをお勧めします。
小児期は、BMI の概念の一つであるカウプ指数やローレル指数を使われることが多いで
すが、WHO は、BMI も年齢月齢標準 BMI の z スコアで評価することを推奨しています。
年齢によってカウプやローレルと使い分ける体格評価は横断的評価としてはよい指標とな
りますが、栄養状態の評価の 1 つとして縦断的に用いる場合は、年齢月齢平均の BMI の z
スコアやパーセンタイルは年齢月齢標準 BMI に対する比率（％SBMI）などを用いると同
じ視点で継続的に評価でき、同じ評価指標を用いることが重要となります。
また、子供の体組成は、成人に比べて脂肪、筋肉量の割合が低く ６）、すなわちエネルギ
ーやたんぱく質の蓄積量が少ないことから成人よりも脱水や飢餓に陥りやすく、容易に栄
養状態の低下をきたすことになります。しかし、障害児者の BMI の基準値の設定は難しく、
現在コンセンサスを得たものは報告されていません。BMI がたとえ低値であっても、発熱
や感染などにかかりにくく、体重がある一定期間一定な状態の BMI をその人の標準値とし、
障害児者とともにその体重を適正な体重とし個々に基準値として設定するようにします。
障害の部位や動作の程度、消化吸収代謝の状況、環境、栄養補給ルートなどの要因が体
重維持にはかかわっており、基準より多いか少ないかという視点よりも、体重を継続的に
計測し、変化があればその変化要因をクリティカルに考えることが栄養ケアとしては重要
です。
四肢欠損がある場合は、欠損部位の体重を考えて BMI を算出し評価することも可能です
が、現実には欠損がある体重で BMI を算出し、その時の身体状況や健康観なども加味して
理想とする BMI を設定します。
4．成長の評価（小児期のみ）
小児期の身体計測は単純に標準値を比べるだけでなく、成長曲線に即した成長が身長・
体重共にみられるかどうか、また低出生体重は、生後 1～3 年程度は身長・体重ともに年
齢・月齢標準値より低値になる傾向もあるため、出生週数や出生時体重などについてもで
きれば把握します。出生後 1 年は頭囲と脳の成長の関連性がある７）といわれており頭囲や
胸囲測定も記録します。
日本では、2000 年及び 2010 年に、厚生労働省が 0～6 歳までの乳幼児身体発育調査
を、文部科学省が 6-17 歳までの学校保健統計を報告しており、それをもとに年齢・月齢
ごとの日本人の標準身長と標準体重（資料④）が示されています。小児期の成長は、年
齢・月齢相当の身長（Height for age：H/A）と体重が身長に対して標準的か（Weight
for height:W/H）の 2 点で評価します。これらの評価法を用いて小児期の栄養状態を分類
したものが Waterlow の栄養分類です。日本小児内分泌学会では、身長の z スコア、BMI
の z スコアに加え H/A と W/H が算出できるアプリも紹介しています（日本人小児の体格
の評価 http://jspe.umin.jp/medical/chart_dl.html）。また、Waterlow の栄養障害分類
8）

のカットオフポイントとなる H/A95％は身長の z スコアでは－1.2～－1.4 となり、

W/H90％は

年齢・月齢標準 BMI を 100 とした時の 90％（％SBMI）となります。
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成長曲線は、日本人の子供の標準
身長・体重から作成された成長曲線
図３）
と WHO,CDC 作成のものがありま
す。低身長の１つの判断基準となる
－ 2.0SD ～ ＋ 2.0SD の 幅 は 、
WHO,CDC で作成したものよりも
日本人の子供の成長曲線のほうが低
く、年齢が高くなるにつれてその差
は大きくなっています。
一般的に低身長が報告されている
ダウン症候群やターナー症候群、プ
ラダーウィリー症候群は、欧米の先
行論文において専用の成長曲線（資
料⑩、⑪、⑫）がありますが、わが
国では未だ作成されていません。身
長や体重の増加状況が疾患特有のものであるのか、栄養に関する課題によるものかどうか
の判断をつけるには有用だと考えられます。
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Column 3
栄養アセスメントについて

栄養アセスメントは、1．食事・栄養摂取量にかかわる情報
計測にかかわる情報

2．体重や身長などの身体

３．生化学検査結果や医学的検査や治療経過にかかわる情報

栄養に関連する身体状況情報

４．

５．患者背景の５つのカテゴリーから構成されています

9-

10）

。これらのカテゴリーの中から、できるだけ客観的で数字として計測できるものをアセ

スメントやモニタリングの指標として用います。また、以下の 5 カテゴリーすべての情報
が必ずしも必要ということではなく、これらをクリティカル*な視点で確認し、栄養診断
につなげることが重要です。
1.

食事や栄養摂取量にかかわる情報（これまでの経過も含める）
現在の栄養状態に大きく関連すると考えられる以下のような情報を中心に収集します。

アメリカ栄養士会が中心となって栄養にかかわるすべての専門職のワークフローとして推
奨されている NCPM（The Nutrition Care Process Model）で用いられる用語集の中で
381 項目

9-10）

と最も多く挙げられています。これらの情報収集には、食事や栄養補給を

実際に観察するミールラウンド（meal round）が有用です、以下の項目についてクリテ
ィカル*な視点をもって観察することがアセスメントとして重要です。
なお、経口摂取などや食歴などについては、本人・家族や施設担当者などから聞き取り
や確認を実施します。静脈栄養や服薬などについては状況によって医師、看護師、薬剤師
などとも連携して栄養状態に与える影響について把握します。
＊

食物の種類と摂取量、食事回数や時間

＊

経管（経腸）栄養・静脈栄養

＊

エネルギー・たんぱく質の摂取量

＊

その他の栄養素の摂取量

＊

食事・栄養摂取歴

＊

栄養素強化食品や補助食品の摂取状況

＊

服薬、処方薬（栄養状態に影響を与えるような薬）について

＊

食事や栄養に対する知識・信念

＊

食行動、偏食など食事・栄養摂取に関わる問題（資料②）

＊

哺乳や乳幼児食の種類や摂取状況

の種類と投与量
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＜食事摂取量の確認＞
エネルギーとたんぱく質の摂取量についてはその補給ルートに関わらず、摂取状況を確
認することが必要です。経口摂取については、その摂取量の変動に加えて食品そのものの
栄養素の含有にも変動があるため、５‐７日間程度の平均値から摂取量を把握します。ま
た季節や環境も考え、平均栄養摂取量は継続的に記録します。一般的に食事摂取調査は過
少・過大評価が少なくとも±10％程度ある

11）

ことが知られており、食事の聞き取りを実

施する際に、食事時間外の食品や補助食品、サプリメントの服用など対象者の記憶を呼び
起こすようなアプローチが必要であり、また身体計測の状況を合わせて確認することがポ
イントです。
ブレンダー食や軟菜食は、加える水分量が多くまた調理工程が多くなることもあり、献
立上の提供栄養量が必ずしも摂取されているとは限らないことも少なくありません。摂取
量と体重の間に齟齬が大きくあると思われる場合は、調理工程で微量栄養素も含めた栄養
素の損失が多くなっていないかどうかの確認も実施します。
長期間継続する極端な偏食は、ビタミンやミネラル等の過剰や欠乏状態

12）

を起こしや

すくなります。これらの栄養素の過剰や欠乏の「症状・兆候」を見逃さないことも重要で
すが、継続的な食事・栄養状態の把握評価は、微量栄養素の過不足の症状兆候が出現する
前の早期発見につながります。
重症心身障害児者における経管栄養剤の長期投与では、貧血、電解質異常、カルニチン
やビタミン K、ヨウ素欠乏

13-14）

などがみられ、単一栄養剤の長期間投与による微量栄養

素の過不足に対する評価が重要となります。食事摂取基準に準じた補給量であっても、こ
れら微量栄養素は摂取量不足に加えて、個々人の状況によってニーズの増加や漏出が理由
となって不足となることがあります。また貧血などがあっても障害児者は症状や兆候がわ
かりにくいこともあるので、摂取量の把握はその他の微量栄養素等の過不足を検証する第
一歩としても有用となります。
＜服薬について＞
服薬との相互関係については、てんかん薬など症状管理のための服用による体重増加や
食欲低下、嘔気などの副作用の他、バルプロ酸治療などによるカルニチン不足等がみられ
ます。カルニチンの不足は、長鎖脂肪酸のミトコンドリア内への取り込みを低下させ、脂
肪酸酸化よるエネルギー産生を抑制することもあります。また、薬価扱いの一部の栄養剤
や治療乳（特殊ミルク）はカルニチンの添加がされていない製品などがあります。服薬と
栄養状態の関連性については、薬剤師の助言を得ることが必要になります。
＜消化・吸収・代謝や消費エネルギーに関わる問題の確認＞
身体障害児者は筋肉量や各重要臓器の障害程度、痙攣や発熱の有無によって安静時エネ
ルギー代謝量の個人差が大きくなります。頻回な痙攣や発熱は消費エネルギー亢進につな
がり、エネルギー収支は負に傾きやすくなります。
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また、排便回数や便性などの排泄状況は、消化・吸収の間接的な評価につながります。
栄養素の消化吸収に影響を与える服薬の状況や消化管の器質・機能的問題による下痢・便
秘などの障害の他、嘔吐などの問題を把握し、摂取量との比較から消化・吸収・代謝など
の問題を推測します。さらに、同じ栄養補給量であっても、生理的な栄養補給法である経
口摂取のほうが強制栄養法（経管栄養法、静脈栄養法）よりも体重増加や栄養状態改善傾
向が良いことも臨床的にはよく経験することです。
生理的栄養補給法である経口摂取を維持すること、経口摂取に向けて調整をすることは
消化・吸収・代謝といった視点からも重要となります。
２．体重や身長などの身体計測にかかわる情報（Column２参照）
３．生化学検査結果や医学的検査や治療経過にかかわる情報
生化学検査だけでなく、CT や生検、超音波検査など医学的検査の結果が用いられます。
これらの検査結果は栄養状態に影響を受けており、経時的な栄養状態の把握や予測に利用
されます。入所時やサービス開始時には、近時の病院入院時の以下のような生化学検査結
果などを中心とした医学的検査の結果を必要に応じて取得します。
＊

酸塩基パラメータ

その他の電解質

＊

腎機能（尿素窒素

クレアチニン

＊

消化吸収（AST、ALT などの肝機能、アミラーゼやリパーゼなどの消化酵素

＊

糖代謝（血糖値）、脂質代謝（血清脂質）、ビリルビン

＊

血清たんぱく質プロファイル

＊

血算（赤血球数

＊

炎症反応

＊

その他：超音波検査、CT、生検、嚥下機能検査、内視鏡的逆行性胆道膵管造影

白血球数

血清カリウム、血清リンなど）

リンパ球数等）貧血

（ERCP）、胃食道逆流の評価、消費エネルギーの計測、血中ビタミン濃度、尿検
査など）
脳性麻痺や体躯に拘縮がある場合は、GERD（胃食道逆流症）の症状が出やすいことも
報告されています。器質的な問題による影響が大きいのか食事内容によって症状兆候に変
化が起こるか等については、日々の生活の中での観察から原因を推測することが求められ
ます。
４．栄養に関連する身体状況情報
診療録、聞き取りなどから、体組成、口腔内の状況、嚥下機能、呼吸状態、食欲、情緒
などを確認します。
＊

フレイルやサルコペニアの状況

＊

背頸部脂肪瘤（肥満・クッシング症候群の症状）

＊

クッシングの症状

＊

体格（外肺葉型（やせ）
、中胚葉型（がっちり）
、内胚葉型（肥満））
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＊

嗜眠傾向

＊

衛生習慣がない

この他に便秘や下痢といった排便にかかわる問題は見逃されがちです。消化器に器質的
な異常がなくても、胃結腸反射の低下、食物繊維の摂取不足、水分の不足、食事量の不足
など排便にかかわる影響は多岐にわたっています。排便回数や便性の確認をすることが便
秘の早期発見につながります。
また、先天的な障害や乳幼児期に発症した障害がある場合は、離乳食が順調に進まず摂
食機能を未獲得のまま、幼児以降を迎える場合もあります。早期に咀嚼・嚥下の訓練を開
始することが必要ですが、離乳期の月齢になっても座位が取れない、体重が 6 ㎏未満であ
るなどの場合は、月齢にとらわれず離乳食もしくは幼児食から対応等も多職種協働で検討
し、可能な限り経口的食事摂取の機能獲得・維持に向けて栄養ケア計画を実施することが
非常に重要です。
５．患者背景：これまでの経過
＊

個人情報

年齢、性、民族、言語、教育、家族、喫煙有無、障害の有無、程度、合

併症など
＊

既往歴

栄養状態に関連性がある家族の罹患歴や状況

＊

治療状況

＊

社会的背景

住居、医療的サポート、社会とのかかわり状況など

障害児者は、意図せず虐待を受けていることもあり、障害児者自身の視点から wellbeing の生活ができているのかどうかという評価は非常に重要です。特に、生活のすべて
を介護者に依存しなければならない状況にある障害児者に対する環境については、時には
介護者以外が客観的に評価し、また介護者の状況や環境の問題も把握することによって、
適切な総合的な評価（栄養診断）や栄養ケアに進むことができます。
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Column ４
成人や高齢者の口腔の評価と対応

おいしく食べるには咀嚼、嚥下、口腔の湿潤、口腔の清潔に問題がないことが重要です。
それぞれに関連があるため、一つに問題を生じると他に悪影響を及ぼし、一つが改善する
と他にも良い影響を及ぼします。口腔の問題に気付き適切な対応をとることにより、「食
べる楽しみ」の支援が成功する可能性が大きくなります。
1． 咀嚼とは
咀嚼は唇、頬、顎関節、舌の神経と筋肉が連携した働きです。咀嚼は単に食物をかみ砕
くだけではなく、表面が滑らかで滑りが良く、軟らかく変形しやすく、均一で飲み込みや
すい「食塊」を、形成するまでの一連の働きを言います。口の中に入った食物を、舌が臼
歯の上に運び、歯がかみ砕きます。かんだ時に食物が臼歯の上から落ちないように、舌と
頬粘膜が歯に押し付けられます。かんだ状態で臼歯が左右に動くことにより、食物はすり
つぶされます。かむ刺激と味の刺激により、流出量が増加した唾液と混ぜ合わされて、食
塊を形成します。食塊は舌によって咽頭に送り込まれて、飲み込まれます。かみ砕かれた
食物の表面積は増加し、味物質が唾液に溶けやすくなって、味をよく感じられるようにな
ります。かむことにより、美味しさの重要な要素である食感を楽しめます。味覚とかむこ
とで、唾液腺が刺激を受け、唾液が増えます。唾液と舌や頬で擦られて、口腔内がある程
度きれいになり、自浄作用と呼ばれています。かまないと、口腔内の汚れが多くなります。
〈刻み食について〉
丸吞み、早食い、ため込みのように、ほとんど噛まずに飲み込む場合、窒息を防ぐため
に、食物を小さくすることが必要です。また、小児の口と臼歯は小さいので、食べ物もそ
れに合わせて小さくすることが必要です。
しかし、硬い食物は嚙めないが、軟らかい食物であれば、噛んで食べることができる人に
対して、硬い食物をきざむ対応は誤りです。きざんでも硬さは変わらない 15）ので、弱い
力ですりつぶすことはできず、飲み込みやすい食塊の形成もできません。きざみ食は口腔
内でバラバラになりやすく、かみにくくなります。かむ力に問題がない場合でも、すりつ
ぶすまでに必要な、かむ回数は増加します。きざみ食は、きざむ手間をかけて、かみにく
い食事を提供していることになります。嚥下機能に問題があれば、きざみ食は誤嚥のリス
クを高めます。

食物をすりつぶすためには、上下の臼歯がかみ合っていることが必要です。痛む歯や動
揺する歯があると、かむ力は弱くなります。むし歯や歯周疾患で歯を失うと、かむ力は弱
くなりますが、義歯によりある程度の回復が可能です。義歯は歯ぐきが瘦せると合わなく
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なって、かむ力が弱くなります。歯に問題がなくても咀嚼筋の力が弱くなれば、かむ力は
弱くなります。かまないでいると、ますます咀嚼筋の力が弱くなりますが、よくかむこと
で咀嚼筋はきたえられます。口腔の問題を早期に発見し治療を行うため、年 1、2 回の歯
科受診がすすめられます。
かむ力が弱いと硬い食物を避けるようになり、唾液の量が減少して口腔内が乾燥し、残
りやすくなります。口の中が汚れやすくなります。嚥下しにくくなって、嚥下後に口の中
に食物が残りやすくなります。

＜咀嚼力に対する家族や介護者への理解の求め方＞
きざみ食を軟食等に変更することに、抵抗がある介護者や家族に対して、実際に食物
を使用して体験してもらうと納得が得られやすくなります。
以下は人参を用いて「咀嚼力低下」を体験していただくための方法です。
〈用意するもの〉
① 生のにんじん 5g を 5 ㎜角程度に刻んだもの

②刻まない生のにんじん５g

③ 刻まないで軟らかく煮たにんじん５g ④厚さ５㎜の薄切りにしたにんじん５g
〈方法〉
a. 通常の咀嚼力で噛んだ場合、硬い食物を刻んでもすりつぶすまで必要な咀嚼回数
は減少しないことを体験する。→①と②をすりつぶすまでに必要な咀嚼回数を比
較する。
b. 弱い咀嚼力（耳の付け根のしたの咬筋が硬くならない）では、硬い食物を刻んで
もすりつぶせないことを体験する。→口の中で①の動きを確認する。舌で臼歯の
上に運びにくく、臼歯の上から落ちやすいことを確認する。口の中に残りやすい
ことを確認する
c. 軟らかくすれば、弱い咀嚼力ですりつぶせることを体験する。→①よりも③のほ
うが、舌で臼歯の上に運びやすく、かみやすいことを確認する
d. 口が開けにくい場合、薄切りのほうがかみやすいことを体験する。→④は①より
も舌で臼歯の上に運びやすく、かみやすいことを確認する。前歯の間２㎝程度口
を開け、通常の咀嚼力でかんでもすりつぶすまでに必要な咀嚼回数を確認する。
e. 口角が上がっていないと笑顔に見えないことを体験する。→眼を細めて口を「へ
の字」にして笑顔に見えるか確認する。眼を見開いて口角を上げて笑顔に見える
か確認する。
障害がある場合は、咀嚼機能の発達も遅れることがあります。開始時は適切に対応した
食事であっても、その後の咀嚼機能の発達に、適していない可能性があります。咀嚼機能
を評価して、発達に応じた食事を食べることで、さらなる発達の可能性が広がります。咀
嚼機能が発達していても、かむ習慣がない場合は、直ちに常食を食べさせることは、避け
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るべきです。幼児と同様に、舌でつぶせる硬さから試してみて、かむ練習をする必要があ
ります。
〈咀嚼機能の発達〉
嚥下機能と比較して、咀嚼機能の発達開始は遅く、発達速度はゆっくりとしていま
す。歯の喪失により、嚥下機能に比べて、早く機能低下が生じることが多く見られま
す。多くの場合、乳歯は 6 か月から 8 か月に、乳前歯から生え始めます。第二乳臼
歯が生えて、かみ合わせるのは、2 歳後半から 3 歳になります。生え始めの時期の個
人差は大きいのですが、生えそろう時期に大きな差はありません。食物をかみ砕き、
すりつぶす条件が整います。歯が生えそろっても、すぐに硬いものをかめるようには
なりません。咀嚼機能は、離乳期からの発達段階に応じた、食事を食べることにより
発達します。舌でつぶせる硬さ、歯ぐきでつぶせる硬さ、弱い力でかみ砕ける硬さ、
やや硬め、普通の硬さというように、徐々に硬さを増した食事で、咀嚼筋も鍛えられ
ます。その過程を経ていないと、歯が生えそろっていても、上手に咀嚼ができませ
ん。その場合は年齢が高くても、舌でつぶせる硬さから始めて、かむ練習をする必要
があります。乳歯から永久歯に生え変わるのは、6 歳ごろからです。13 歳から 14
歳ごろに第二大臼歯が生えて、かみ合わせるようになると、永久歯列が完成します。
乳歯に比較して永久歯は大きく、咀嚼筋の力も強くなるので、より硬い食物をかめる
ようになります。

2． 嚥下とは
嚥下をスムーズに行うには、咽頭と食道だけでなく唇、舌、歯、頬粘膜の連携した働き
が重要です。また、嚥下には唾液により口腔が潤っていることも必要で、口腔内が乾いて
いるとパサつく食物が飲み込みにくいことは多くの人に経験があるでしょう。美味しそう
に見えること、美味しさを感じることも重要です。よくかんで唾液を増やし味と食感を感
じると、美味しさを強く感じられます。口腔内の衛生状態が悪ければ味を感じにくくなり
ます。嫌いな食物やおいしくない食物を食べるときは、多くの人が味を感じないようにか
まずに飲み込みます。味わうためには咀嚼が重要です。嚥下機能低下がない場合でも、嫌
いな食物は飲み込みにくく、好きなものは容易に飲み込めます。口腔の条件を整えること
で嚥下が楽になります。
嚥下しやすさは、大きさだけでなく、軟らかく変形しやすい、表面が滑らかで親水性で
滑りやすいといった条件も関係します。一口大のプリンや絹ごし豆腐はかまずに大きいま
まで楽に飲み込めます。食物では嚥下に問題がない場合でも、薬のカプセルや錠剤は、硬
く、表面が疎水性のために滑りが悪く飲み込みにくくなることがあります。これらは袋オ
ブラートに入れ、上部をひねり水につけて口に入れ、水と一緒に飲むと嚥下しやすくなり
ます。大きさは小さくならなくても、滑りが良くなることで嚥下しやすくなります。嚥下
のしやすさは、食物の大きさだけでなく表面の滑りやすさも関係することを理解しましょ
う。
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誤嚥や窒息を防ぐためには、窒息を起しやすい食品をさけること、食べ物を適切な大き
さにすることが必要です。また、よく噛んでゆっくり食べること、食事に集中することも
大切ですが、障害によって困難な場合があります。嚥下障害がある場合は、誤嚥や窒息を
起こしやすいので、特に食べ物の選択、大きさ、性状、一口量、食べる姿勢等多くのこと
に注意が必要です。ST や PT と連携をとって、美味しく安全に食べるよう支援することが
重要です。
3． 口の開口・閉口障害
i.

開口障害

口を大きく開けた際に上下の前歯の間が２横指以下の場合、開口障害があると判断され
ます。開口障害がある場合は、食物を臼歯でかめるように小さくする必要があります。き
ざむよりも薄切りにする方が、見た目も良く、口の中でバラバラにならずかみやすいので
適しています。咀嚼力が弱い場合は、薄切りを軟らかくすることが必要です
ii.

閉口障害
口が閉じられないで食物や唾液が漏れる場合、口腔内に食物残渣が多い場合は歯科受診

や言語聴覚士による評価が推奨されます。頻繁にむせやせき込んだりする場合は、その原
因の明確化が必要になります。症状が顕著であれば検査を検討すべきです。
唇を閉じて、臼歯をかみ合わせた状態が最も楽に嚥下できます。唇が閉じるように補助
したり、義歯により臼歯でかみ合わせることができれば、嚥下が容易になります。唇が閉
じられないとその隙間を舌で埋めようとするため、舌が本来の働きをしにくくなり、嚥下
に悪影響を与えます。

〈嚥下に影響を与える口腔内の状況〉
口腔内の状況が嚥下に大きく影響することを以下のような方法で体験する。
a.

唇を閉じて、臼歯をかみ合わせて、唾液を飲み込む

b.

唇を開けて、臼歯をかみ合わせて、唾液を飲み込む

c.

唇を閉じて、上下の臼歯の間に隙間をあけたまま、唾液を飲み込む

d.

唇を開けて、その隙間を舌でふさいで唾液を飲み込む

e.

唇を開けて、上下の臼歯の間に隙間を開けたまま、唾液を飲み込む

a が最も容易で b,c,とだんだん困難になり、d が最も困難

4． 口腔内の湿潤
唾液により潤った状態が口腔内の本来の状態であり、乾燥すると口腔粘膜は刺激に弱く
傷つきやすくなって、硬い食物や辛い食物で痛みを生じることがあります。
口腔内の乾燥は、味覚機能や咀嚼機能、嚥下機能の低下のほか、口腔の衛生状態の不良
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を生じ、「食べる楽しみ」に悪影響を与えます。口腔乾燥は、水分摂取量の不足、唾液分
泌量の減少等により起こります。かむことが減少すると唾液量も減少して口腔内が乾燥し
ます。味を感じるためには、味覚物質は水に溶けて味蕾に届く必要があります。乾燥した
状態では味を感じることができません。
口腔内乾燥があると舌が滑らかに動きにくく話すことにも悪影響を与えます。
〈口腔内保湿〉
口腔内の乾燥に対して最初に行うべきは保湿です。保湿剤や人口唾液を使用して口
腔内を潤し、食べやすい口腔の状況を整える必要があります。刺激に弱く傷つきやす
い状態の口腔粘膜をきれいにして、唾液を増やし、保湿するといった適切な口腔ケア
を実施するために歯科医師に相談することも有効な対応です。
水分摂取量が不足している場合は、必要量まで増やすこと、唾液分泌量の減少には舌
運動や唾液腺マッサージ、よくかむこと、口腔内をきれいにして味を楽しめるように
すること等が対応として挙げられます。

5． 口腔の清潔
口腔内の清潔保持は、味覚を鋭敏にし、口の中の爽快感を感じさせ、口臭予防、歯周疾
患や虫歯予防等の多くの効果が期待されます。また、口腔清掃時には、口を大きく開ける
ので顎関節の良い運動になります。歯ブラシにより頬や唇が引っ張られ、ブクブクうがい
により唇、頬、舌の筋肉が鍛えられます。また、口の中の細菌を減らすことにより嚥下性
肺炎を防ぐことにもつながります。
口腔の衛生状態の不良は口腔清掃の不足、口腔の乾燥、咀嚼機能低下、嚥下機能低下等
により生じます。適切な口腔ケアの実施により口腔を清潔に保つことが、食物の味を楽し
みやすくさせ、唾液分泌量、咀嚼機能、嚥下機能に良い影響を与えます。嚥下障害があり、
口から食べていない場合には、特に丁寧で効果的な口腔ケアが必要となります。口から食
べ物は入らなくても、痰や剥離上皮、痂皮が細菌の栄養源となり細菌が増殖します。口か
ら食べていないと咀嚼による自浄作用がなくなり、口腔乾燥が生じやすく口腔内の汚れが
多くなり、誤嚥による肺炎のリスクも高くなります。
歯、歯肉、歯槽提（歯ぐき）、義歯、舌、口蓋、頬粘膜それぞれの状態によって必要な
ケアは異なります。歯が一本もない場合であっても、舌や歯槽提、口蓋、頬粘膜のケアが
必要となります。
口腔の衛生状態が不良であっても本人は気づかずにいて、効果的な口腔清掃を行って初
めて口腔内がさっぱりして気づくことも少なくありません。適切で効果的な口腔ケアにつ
いて、また開口障害などがあり口腔内の衛生維持が困難な場合等は、歯科医師、歯科衛生
士と相談して、口腔内の清潔に努めましょう。

（ 69 ）
－ 211 －

66

Column 5（巻末参考も合わせて確認してください）
栄養診断

1.

（栄養状態の判定）

栄養診断とは
栄養アセスメントは、個々の栄養リスク者に対して、現在の栄養問題の背景にある原因

を把握するために重要な過程で、アセスメント後にはこれら解決すべき栄養の問題を評
価・判定（栄養診断）して、栄養ケアにつなげていきます。
近年この栄養診断に対し、米国栄養士会は PES 表記（Problem:問題、Etiology:原因・
要因、Sign/Syｍptom：兆候・症状）を推奨しこれらの表記に対して標準化された用語
である栄養診断用語を提示しています。
この PES の表記は、主観的情報（症状や兆候などで自覚がある情報等）と客観的情報
（身体計測値や検査結果等、栄養補給等）から、改善すべき栄養的課題を抽出し、それを
系統的に記載する方法で、この改善すべき課題のことを栄養診断（Problem）といいます。
この PEＳによる表記方法は、栄養診断をまず記載し、その要因や問題となる症状・兆候
を端的に記載されているという観点から、医師や看護師には理解されやすいものです。
その反面、栄養的課題がたくさんある場合やその原因や病因が絡み合っている場合は、
優先順位をつけることが難しく診断を憂慮することも少なくありません。また、どの栄養
診断に当てはまるのかという視点で診断を行うと栄養ケアに結び付かないような診断名と
なることもあります。このような場合は、「この対象者にどのような栄養ケアができる
か？その結果対象者はどのような変化が期待できるか」という視点から考えると良いかも
しれません。
栄養診断は次に続く栄養ケアの計画や栄養介入の行動根拠となるものであり、診断だけ
つけても全く意味がなく、栄養診断された解決すべき問題を「どのように」「いつまで」
「だれが」といった視点から解決・改善に向けて栄養ケア計画の作成をすることで栄養診
断の目的が明らかになります。個別の「栄養ケア」をしなければならないのはなぜかとい
う理由が栄養診断であり、それはどのような身体状況や栄養補給状況から判断したのかと
考え、文章にすることがＰＥＳの表記の基本となります。
<栄養診断の例>
水分摂取量が足らないのではと考えられる対象者に対し・・・
① 「一日に必要な水分を摂取してもらいたい」と考えた（Plan）
② なぜ水分を摂取してもらいたいと考えるか →水が十分に飲めていないと思う
③ 「水がなぜ飲めないか」と思うのか→「水を飲むとむせる」から
④ 「水はどのくらい必要なのか」→「30 ㎖/㎏として 1500 ㎖必要」
⑤ 「今どのくらい摂取しているのか」→「お茶としては 0 ㎖、食事として約 1000 ㎖」
⑥ 水が不足しているのは 500 ㎖位

これを PES で記載すると
A) 「むせ」（E）があり、水分の必要量 1500 ㎖に対し 1000 ㎖の摂取しかできていな
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いため（S）、水分摂取量の不足（NI-4.1）と診断される。
B) 「むせ」（S）があり、水分の必要量 1500 ㎖に対し 1000 ㎖の摂取しかできていな
いため（E）、水分摂取量の不足（NI-4.1）と診断される。
A)、B)どちらも PEＳの記載としてはＯＫです。S（兆候・症候）の E（原因）と考える
こともできる一方で E（原因）のあるために S（兆候・症候）が出ている場合があります。
そのいずれにおいても栄養診断は同じこともあります。「栄養診断」の重要性は、その診断
を下した原因はどこにあるのか、どのような症状や兆候、現象からその栄養診断を下したの
かということを明確に示すことにあります。
そして、栄養診断された「水分摂取量の不足（NI-4.1）」に対し、栄養ケアにおいては、
不足していると考えられる水分に「とろみ」をつけることで摂取させます。これが栄養ケア
計画となります。この栄養ケア計画の実施によって、むせを改善することはできませんが、
「1000 ㎖しか摂取できていない水分」を「必要量 1500ｍｌ」まで摂取させることが継続
的にできれば、栄養ケア実施は完了となります。

2.

栄養診断用語のポイント
栄養診断の用語は、①摂取量(NI)、②臨床栄養(NC)、③行動や環境(NB)の 3 つの領域に

分類

10）

されていますが、障害児者の栄養診断は、器質的・機能的な障害を要因とする栄

養問題と、障害とは直接的な関連がない感染などの罹患による栄養障害があり、栄養診断
が一つにならないことも少なくありません。また、それぞれの栄養課題が相互に影響しあ
っている場合もあり、多職種で優先すべき栄養診断を検討し栄養ケアにつなげていくこと
も必要です。
①

摂取量（N.I.：Nutritional Intake）
栄養素等の過剰、不足、必要量の増加や不適切な栄養素や栄養方法の選択などの診断で

す。
障害児者のエネルギーの過不足の診断には、基礎代謝として消費エネルギーの高い臓器
（資料⑬、⑭）や組織の状況に加えて、発熱などの消費エネルギーを亢進する状況の有無、
多動のためのエネルギー消費など、障害の特性によって消費エネルギーの評価が異なって
くることに留意が必要です。
消費エネルギーは基礎代謝＋活動消費エネルギー＋疾患や炎症による消費エネルギー
（＋成長）から構成されていますが、症状・兆候によるエネルギー消費の亢進と障害を要
因とするエネルギー消費の低下が同時に起こっていることがあります。障害の程度や部位、
また兆候・症状によってエネルギー等の必要量が異なってくるという特徴があります。
重症心身障害児者の必要エネルギーの算出についてはいくつか報告されていますが、必
ずしもコンセンサスを得た算出式とは言えず、その施設内での算出式となることが多いの
もまた現状です。
実際には、重症心身障害児者におけるエネルギー必要量の算定については、まず現在が
どのくらいのエネルギー補給であるのかということを的確に評価し、それを体重当たりの
摂取エネルギーA（kcal/kg/day）に換算しておきます。この A を健常児・人の基礎代謝
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基準値 B（kcal/kg/day）で除し、係数Ｒを算出します。このＲという係数は、一般的な
活動係数等と異なり、エネルギー消費の亢進と低下を包括した係数となります。そして障
害や身体状況によって、個人個人で異なっていることが特徴となります。例えば、呼吸障
害がある場合は、人工呼吸器の使用の有無によって消費エネルギー量が大きく異なります。
すなわち、人工呼吸器を使用せず努力呼吸が強い場合は、エネルギー消費量は亢進します
が、人工呼吸器を使用すると呼吸筋の利用が低下するためエネルギー消費量は低下します。
人工呼吸器を使用している脳性麻痺児では、係数 R が 0.3～0.6 という低値もありえる数
字となります。係数 R が１＞では、基礎代謝相当のエネルギー補給をすると体重増加につ
ながり、R が１＜場合は、体重減少となります。この R は、症状や兆候が変わらない場合
は比較的安定した係数となりますので、体重調整する場合は、体重当たりの現在の摂取エ
ネルギー量 A（kcal/kg/day）を調整して、係数 R を乗じることで目標とするエネルギー
量を算出します。
障害児者の栄養管理の困難さを感じる一つの要因は、この係数 R にあります。この係数
R は栄養アセスメントとモニタリングの繰り返しによって決まってくるものとなります。
また、時として変化する（年齢や症状・兆候の変化によって）こともありますが、しかし
適切な栄養ケアの実施には欠かせない概念であり、係数であると考えられます。
表５）年齢・性別

基礎代謝基準値
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表６）成長に伴う組織増加分のエネルギー

出典：日本人の食事摂取基準（2020 年版）「日本人の食事摂取基準」策定検討会報告書



経腸栄養（経口、経腸）



静脈栄養



水分



生物活性物質（生体に作用して何らかの生物反応を起こす化合物でその作用が生体
にとって良いものか悪いものかは問われません。例：プロスタグランジン、ペプチ
ドホルモン、インターロイキン、モルヒネ、ニコチン、カフェイン、毒素，医薬品
等）



栄養素（たんぱく質とエネルギーの摂取、脂肪、たんぱく質、アミノ酸、炭水化物、
食物繊維、ビタミン（A、C、D、葉酸、B6、B12）、ミネラル（Ca、Fe、K、P、
Na、Z））：エネルギー産生栄養素や水溶性ビタミンの不足は「日」単位で、脂溶性
ビタミンやミネラルは「月」単位で不足や過剰の栄養的問題が出現します。

①

臨床栄養

医療的、身体状況に特定される栄養課題に対する栄養診断です。



機能（嚥下やかじり取り・咀嚼の困難性、哺乳困難、消化管障害）



生化学（栄養素の利用や代謝の障害）



体重（低体重、意図しない体重減少、肥満・過体重、肥満症、意図しない体重増加、
成長停滞）



栄養障害症（低栄養、飢餓、低栄養に関連する慢性疾患や状態、急性疾患や外傷に
起因する栄養障害、疾患とは関連しない小児期の低栄養、小児期の疾患に関連した
低栄養）

②

行動や環境

栄養に関わる知識や態度、信念、生活環境、食品の入手、食品安全など

に関わる栄養診断です。


知識と信念（食品や栄養に関連する知識、食事やライフスタイルの変化への準備が
（ 73 ）
－ 215 －

70

できていない、食事摂取の異常、栄養に関わる推奨に対する理解の不足、不適切な
食品選択）


身体活動や身体機能（活動量の低下や過剰、自己管理能力不足）



食品安全や食品入手（不衛生な食品の摂取、食品入手の制限）

アメリカ栄養士会を中心として、これらの栄養診断をコード化され用語集が出されてい
ますが、版が変わるたびに栄養診断の数も変化しています。そこで、まずコードにとらわ
れることなく栄養アセスメントに基づいた栄養診断を行い、課題を明確にすることで、栄
養ケアの目的を明確に示すことができ、栄養改善の効果判定に必要な栄養指標も設定しや
すくなります。
先天的に障害を持つ場合はその障害だけに意識が向きがちですが、栄養は成長・発達と
非常に密接な関係にあり、乳幼児期の栄養はその後の人生に大きくかかわってくることか
ら、その子なりの成長をしているのか、微量栄養素も含めた栄養補給量に過不足はないの
かなどクリティカルな視点でアセスメント・モニタリングを行い、適切な栄養ケアを行う
ことが重要になります。
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この資料の中には、欧米の障害種別成長曲も、参考までに掲載致しております。
WHO で報告されているダウン症、プラダー・ウイリー症候群などの障害児について
作成されたもので、日本人に適用できるかの検証はしておりません。
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資料➀

フローチャート案（各施設で作成されるときの参考にしてください）

藤谷朝実.障害者特性を考えた栄養ケア・マネジメント、p118-119、障害児・者の栄養
障害の要因と栄養ケア p120-121、栄養ケア・マネジメントの実装、杉山みち子編、日
本ヘルスケアテクノ. 東京、2022．
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資料② 特徴的な食行動と対応
食事の観察を通じて気が付いた
こと
① 上半身が左右や前後に傾く
傾向があり、座位の保持が困難
である

対応
〇リハビリテーション専門職に依頼し車椅子の種類の検
討、姿勢の調整を行う。
〇足底、両下肢、上肢の安定性を確保する。
・股関節・膝間接が 90 度になるように調整する。足底
は床に全面を接地させる。届かない時は足台を使用す
る。
・肘を安定させ、肘がついた状態で補食動作が可能な高
さにテーブルを調整する。

③

頚部が後屈しがちである

〇リハビリテーション専門職に依頼し車椅子の種類の検
討、姿勢の調整を行う。
・ベッド上、車椅子上での頭頚部角度を調整する。体幹
と車椅子が合わない場合は枕やタオルなどを使用し頸部
を前屈位に調整する。
〇食事介助法を工夫する。
・食事に視線を誘導し、頸部を前屈に調整する。
・顎が上がらないよう斜め下から下口唇を滑らせるよう
に介助する。

④

食事を楽しみにしていな

〇嗜好に配慮した食事を提供する。
〇おいしそうで見栄えの良い食器や盛り付け、彩りの工
夫をする。
〇楽しくリラックスした食事環境を提供する。
〇うつ状態など精神症状がある場合は無理に食物をすす
めず、薬剤の効果や副作用、精神的安定をはかるための
介入を優先する。

食事をしながら、寝てし
まう

〇覚醒を促すための声掛け、ボディータッチを行う。
〇安全な食物形態、姿勢の維持、覚醒状態を確認し食事
介助する。
〇薬剤の内容や服薬時間の確認し。副作用の可能性を報
告する。
〇食事の時間を覚醒時に変更する。

⑤ 食べ始められない、食べ始
めても頻繁に食事を中断してし
まう、食事に集中できない

〇「食事」ですよと声をかけする。
〇一皿ずつ順番に提供する、ワンプレートに盛り付ける
〇無地の食器を使用する、食器の色を変更する。
〇利用者の身体機能にあった食器・食具を検討する。
〇スプーンを直接手に持たせ最初の一口を食べてもら
う。食事介助する。
〇テレビを消す、パーテ－ションなどを用いて食事に集
中出来る環境調整を行う。
〇多動や興奮の場合は席に着くよう声掛けをしたり、静
かな別室など落ち着く食事環境を提供する。

い

⑤
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⑥

食事又はその介助を拒否
する

〇今までのの食事摂取環境がどのようであったか、家族
に確認する。
〇提供方法や声掛けなど食事のケア方法を統一する。
〇水分の拒否がある場合は利用者が好みのものを提供す
る。

⑦

食事に時間がかかり、疲
労する

〇リハビリテーション専門職に依頼し、食事中安楽な姿
勢が継続出来るよう調整を行う。
〇むせなくスムーズに嚥下出来る食形態に変更する。
〇利用者の身体機能にあった食器・食具を検討する。
〇食事量が多く、摂取に時間がかかる場合は食事の一部
を少量高エネルギーの栄養補助食品などに置きかえる。

⑧

次から次へと食べ物を口
に運ぶ

〇ゆっくり食べるよう声掛けする。
〇器を小分けにして提供する。一品ずつ提供する。
〇スプーンを小さくするなど一口量を調整する。
〇食べやすい食形態に変更する。誤嚥や窒息の危険があ
る食品を除去する。
〇異食がある場合は食べられない飾りなどは提供しない
(バラン、銀カップ、調味料入れなど)、またみかんやバ
ナナなどの果物は皮をむいて提供する。

⑨

口腔内が乾燥している

〇適切な口腔ケアを実施する。
〇歯科医、協力歯科医療機関等に相談する。
〇舌運動、唾液腺マッサージを実施する。
〇保湿剤、人工唾液を使用する。
〇不足がないよう水分を補給する。

⑩

口腔内の衛生状態が悪い

〇適切な口腔ケアを実施する。
〇歯科医、協力歯科医療機関等に相談する。

⑪
噛むことが困難である
（歯・義歯の状態又は咀嚼能力
等に問題がある）

〇歯の動揺、歯肉の炎症、義歯不適合、多数の欠損歯が
ある場合には歯科受診し、咀嚼出来る咬合状態を確立す
る。
〇食塊形成しやすい食形態に調整する。

⑫ 固いものを避け、軟らかい
ものばかり食べる

〇摂取状況を観察し、どのような食品や料理が避けられ
ているか確認する。
〇義歯や口腔の状況を観察し、歯科受診や口腔ケアをす
すめる。
〇食塊形成しやすい食形態に調整する。
〇口腔体操、咀嚼訓練を行う。

⑬ 上下の奥歯や義歯が咬み合
っていない

〇歯や義歯の歯科治療を行う。
〇食塊形成しやすい食形態に調整する。

⑭
る

〇歯科受診や言語聴覚士による評価を依頼する。
〇食事介助法を工夫する。
・指で口唇を閉じる、口角を持ち上げるなど口唇閉鎖を
補助する。
・非麻痺側の舌に食物を設置し、送り込みを補助する。

口から食物や唾液がこぼれ
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⑮

口腔内に食物残渣が目立つ

〇歯科受診や言語聴覚士による評価を依頼する。
〇口腔ケアの方法を検討する。
〇食事介助法を工夫する。
・口腔内に残留があっても適切な介助で次の一口を提供
する(追加嚥下)。
・付着性の低い食物で交互に補食する(交互嚥下)。
・非麻痺側の舌に食物を設置し、送り込みを補助する。
〇リクライニング角度を下げ、重力を使って咽頭に送り
込みやすくする。

⑯ 食物をなかなか飲み込ま
ず、嚥下に時間がかかる

〇嚥下を促す声掛けを行う。
〇開閉口運動、口唇閉鎖を徒手的に行うことで口腔内の
嚥下圧を高め、送り込みを補助する。
〇スムーズに嚥下出来る食形態に変更する。

⑰

〇一口量を調整する。
〇スムーズに嚥下出来る食形態に変更する。

一口あたり何度も嚥下する

⑱ 頻繁にむせたり、せきこん
だりする

〇どういう状況で、いつむせたか、どの機能低下による
ものなのかを明確化(嚥下前・中・後)する。
〇リクライニング角度を低く設定する。
〇一口量を調整する。介助ペースを調整する。
〇汁物、水分にとろみをつける。
〇複数回嚥下の実施、食形態を調整する。
〇症状が顕著な場合は頸部聴診法などを併用して観察す
る。嚥下動作と詳細に評価するために嚥下造影検査(Ｖ
Ｆ)、嚥下内視鏡検査(ＶＥ)での評価を行い、対処方法を
再検討する。

⑲ 食事中や食後に濁った声に
変わる

〇代償的嚥下法を実施する(頸部突出法、頸部屈曲位、横
向き嚥下、努力嚥下、交互嚥下など)。

⑳ 食事の後半は疲れてしま
い、特に良くむせたり、呼吸音
が濁ったりする

〇リハビリテーション専門職に依頼し、食事中安楽な姿
勢が継続出来るよう調整を行う。
〇利用者の体力に合わせて食事時間に制限を設ける。不
足分は栄養補助食品、間食などで補う。

㉑ 観察時から直近 1 ヶ月程度
以内で、食後又は食事中に嘔吐
したことがある

〇食事中に嘔吐があった際は食事を中止する。
〇食後の体位は 30 分から 1 時間は座位もしくは 45℃
以上のリクライニング姿勢を保つようにする。
〇 食 事 量 、 食 形 態 の 調 整 を 行 う 。
〇逆流性食道炎などの消化器症状がないか注意して観察
し、医師に相談する。

㉒ 食事の摂取量に問題がある
（拒食、過食、偏食など）

〇期間(いつから、どのくらい続いているのか)、摂取
量、原因(食事形態・食習慣・消化器症状・精神的な悩み
や不安、薬剤による副作用、疾患による疼痛や発熱、認
知機能低下、活動性低下、体力低下、偏食、食事環境)に
ついて情報収集を行い、多職種でアプローチ方法を検討
する。
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資料③

成長曲線（身長・体重・BMI）
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資料④
（男子

日本人の平均身長・体重
平均体重／標準偏差 2000）

日本成長学会・日本小児内分泌学会合同標準値委員会（PDF）http://jspe.umin.jp/medical/taikaku.html）

（ 88 ）
－ 230 －

84

（女子

平均体重／標準偏差

2000 年）

日本成長学会・日本小児内分泌学会合同標準値委員会（PDF）
（http://jspe.umin.jp/medical/taikaku.html）
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が
必
要
量
以
下

大
分
類

エネルギー
摂取量不足

エネルギー
消費の亢進

栄 養 診 断
（Ploblem）

NI-1.2

NI-1.1

診断
コード

栄養障害分類

推定エネルギー
必要量に比べ
て、エネルギー
摂取量が不足し
ている

推定エネルギー
必要量（算定式
などから算出し
た基礎代謝エネ
ルギー消費量を
基準とした）に
比べて実測した
安静時代謝量
（間接熱量計な
どを用いた測定
値）が上回って
いる

定義

【症状・兆候】 体重減少がある 体重維持が困難で
ある、推定必要エネルギー量よりも食事からのエネル

【原因】 エネルギー必要量の増大をきたす病理的・
生理的要因（例：長引く消耗性疾患による栄養素必要
量の増大 歯列異常）、十分なエネルギーを摂取する
能力不足、食物や補完食・乳類などの入手困難（例：
経済的制約、高齢者や小児への食物提供が制限される
場合）、食物入手を制限する文化的習慣、エネルギー
摂取に関わる食物、栄養関連の知識不足、心理的要因
（例：うつ病、摂食障害）

【症状・兆候】 意図しない体重減少（成人・小児：
６か月≧10％、１か月≧5%、小児：１週間＞
2%）、小児の急激な発育や栄養状態改善に伴う体重
増加、除脂肪量の増加、発熱、実測 RMR＞推定
RMR、身体活動量の増加（例：痙攣、不随意運動）、
エネルギー消費量の増大作用がある薬剤、診断や治療
に関連した症状（例：パーキンソン病、脳性麻痺、ア
ルツハイマー病、嚢胞性繊維症、慢性閉塞性肺疾患
（COPD））

【原因】 栄養素必要量の増加をきたす生理的要因
（例：同化作用、成長、発熱）、随意あるいは不随意
運動・行動

要因（Etiology）症状・兆候（Sign/Symptom）

障害者等の栄養の問題別兆候・症状、栄養ケアの方途(栄養診断コード別)

出現頻度

資料⑤
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1.現状について、朝、昼、夕、間食で
何を（具体的に）、どの位、どのよう
にして（食事形態を含めて）食べてい
るのかを把握し、現在の 1 日のエネル
ギ－摂取量をおおよそ推算する。
2.エネルギー摂取量不足を招いている
要因を把握する
3.必要量を充足するための方法につい
て検討する 食品、献立、食事形状や
食事量の調整、嚥下摂食訓練 食事入
手のための環境調整 適切な身長・体

1.エネルギー消費亢進を招いている要
因や充足すべきエネルギー量を把握す
る
2.必要エネルギー量を充足するための
方法について検討する 食事量や内
容、形態の調整 食事入手のための環
境調整 必要なエネルギー量に関する
知識の供与など
３.乳幼児：1－2 週間に一回の体重・
身長等の測定と摂取量の評価、成人：
定期的な体重測定による摂取量の評価
4.エネルギーの充足は多職種で検討す
る、また本人の好物等も把握しておく
と食事計画に反映することができる。

栄養ケア（Plan）

（ 91 ）
－ 233 －

△

〇

炭水化物量
摂取不足

たんぱく質
量摂取不足

NI.‐
5.8.1

NI5.6.1

食事摂取基準量
または生理的必
要量の基づく推
奨量と比較し、
炭水化物の摂取
量が不足である

食事摂取基準量
または生理的必
要量に基づく推
奨量と比較し、
たんぱく質の摂
取量が不足であ
る

【原因】 身体活動レベル、代謝の変化、呼吸不良に
よるエネルギー必要量の増加などの生理的要因 食物
を入手ができないもしくは制限がある 適切な食物を
選択する能力に影響する文化的習慣 食事による炭水
化物の適正量に関わる食物・栄養関連の知識不足 う
つ病・摂食障害などの心理的要因

【症状・兆候】 浮腫、発育障害（幼児、小児）、筋
肉量の低下、はりのない皮膚、細く切れやすい髪、必
要量より摂取量が不足している、たんぱく質の摂取を
制限する文化的・宗教的習慣、食物の入手を制限する
経済的制約、長期間の低タンパク質ダイエット、不正
確あるいは不完全な知識、診断や治療に関連した症状
（例：腸切除のような重篤なたんぱく質吸収不良）

【原因】 生理的要因（例：長期間にわたる異化疾
患、吸収不良、年齢・症状によって起こる栄養必要量
の増加）、十分なたんぱく質を摂取することができな
い、食物を入手することができないもしくは制限があ
る（例：経済的制約、高齢者や小児への食物提供の制
限）、食物を入手する能力に影響する文化的習慣、た
んぱく質の適正量に関わる食物・栄養関連の知識不
足、心理的要因（例：うつ病、摂食障害）

ギー摂取量が不足している、高エネルギー食品が摂取
できない、食物忌避・食物への無関心、自分で食物・
飲料の摂食ができない（手首、手、指の関節の可動困
難）、推定必要エネルギー量よりも静脈・経腸栄養摂
取量が不足している、空腹回避のためのアルコールや
麻薬などの過度な消費、食欲に影響がある薬剤、診断
や治療に関連した症状（例：精神病、摂食障害、認知
症、アルコール依存症、薬物乱用及び急性・慢性疼
痛）
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1.摂取量不足を招いている要因を把握
する
2.必要量を充足するための方法につい
て検討する
身体活動レベル、代謝、呼吸状態の把
握.エネルギー必要量の把握、 食事入

1.たんぱく質の摂取不足を招いている
要因を把握する
2.必要量を充足するための方法につい
て検討する 食品、献立、食事形状の
調整、嚥下摂食訓練 食事入手のため
の環境調整 たんぱく質の適正量に関
わる食物・栄養に関連した知識の供与
など
3.定期的に食事内容や尿検査により評
価を行う
4.本人が好きなたんぱく質性食品、献
立、調理法についても把握し、配慮す
る

重に関する知識の供与など
4.乳幼児：1－2 週間に一回の体重・
身長等の測定と摂取量の評価、成人：
定期的な体重測定によるエネルギー摂
取量の評価
5.エネルギーの充足について多職種で
検討する、また本人の好物等も把握し
ておくと食事計画に反映することがで
きる。

（ 92 ）
－ 234 －

◎

経口摂取量
の不足

脂肪の摂取
不足

NI-2.1

NI-5.5.1

食事摂取基準量
または推定生理
的必要量に比べ
て、経口での食
物・飲料の摂取
量が不足してい
る

食事摂取基準量
または生理的必
要量に基づく推
奨量と比較し、
脂質の摂取量が
不足である

【原因】 栄養必要量が増大する生理的要因（例：異
化が継続する疾患の場合）、十分なエネルギーを摂取
する能力不足（例：異化作用が長期間継続し、栄養必
要量が増大した場合）、食物の入手の制限（例：経済
的制約、高齢者や小児への食物提供の制限）、生理
的・行動上の問題・食物嫌悪・食物摂取に関わる有害
な信念や態度による食事摂取の制限、食物摂取を制限
する文化的習慣、適切な食物・飲料摂取のための食

【症状・兆候】 エイコサトリエン酸とアラキドン酸
の比（T／T 比）＞0.2（必須脂肪酸の不足指標）、発
育障害、エネルギー摂取量不足による体重減少、必須
脂肪酸欠乏による皮膚炎や鱗状皮膚、必須脂肪酸の摂
取量がエネルギー量の 10％以下（主に PN と関
連）、不正確あるいは不完全な知識、摂取量に影響を
与える文化的あるいは宗教的な習慣、診断や治療に関
連した症状（例：長期間にわたる異化作用のある疾患
（AIDS、結核、拒食症、敗血症あるいは外科的手術
による重度感染症）、腸切除・膵機能不全あるいは脂
肪便症を伴った肝疾患による重度の脂肪吸収不良症

【原因】 消化管の構造や機能異常、不適切な食物選
択（例：経済的制約、高齢者や子供への食物提供の制
限）、適切な食物を選択する能力に影響する文化的習
慣、食事性脂肪の適正量に関わる食物・栄養に関連し
た知識不足、心理的要因（例：うつ病、摂食障害

【症状・兆候】 呼気のケトン臭、炭水化物の摂取量
が不足している、食物や水分を自己摂取する能力不
足、不正確あるいは不完全な知識、 診断や治療に関
連した症状（例:膵機能不全、肝疾患、セリアック病
(小児脂肪便症)、発作性疾患、炭水化物吸収不良）
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1.現状について、朝、昼、夕、間食で
何を（具体的に）、どの位、どのよう
にして（食事形態を含めて）食べてい
るのかを把握し、現在の 1 日の摂取量
をおおよそ推算する。
2.摂取量の不足を招いている要因を把
握する
3.摂取量を増加させるための方法につ

1.脂肪やコレステロールの摂取不足を
招いている要因を把握する
2.必要量を充足するための方法につい
て検討する 食品、献立、食事形状の
調整、嚥下摂食訓練 食事入手のため
の環境調整 食事性脂肪の適正量に関
わる食物・栄養に関連した知識の供与
など
3.定期的に食事内容や血液検査により
評価を行う
4.本人が好きな食品、献立、調理法に
ついても把握し、配慮する

手のための環境調整 炭水化物の適正
量に関わる食物・栄養関連の知識の供
与など
3.定期的に食事内容や血液検査により
評価を行う

（ 93 ）
－ 235 －

◎

経 腸 （ 経
管）栄養量
の不足

NI2.3

食事摂取基準量
または推定生理
的必要量に比べ
て、経口での食
物・飲料の摂取
量が不足してい
る

【症状・兆候】 代謝量・間接熱量の低下、呼吸商＜
0.7、ビタミン・ミネラル値の異常（Ca＜9.2 ㎎
/dL、銅＜70 ㎍/dL、亜鉛＜78 ㎍/dL、鉄＜50 ㎍
/dL、鉄結合能＜250 ㎍/dL）、成長曲線等に準じた
成長がない 妊娠期の体重増加不良 体重減少（成
人：1 か月≧5%、6 か月≧10%（水分には起因しな

【原因】 栄養素の吸収や代謝の変化（例：薬物投
与）、EN による製品・処方に関わる食物・栄養関連
の知識不足、EN 施行中の易感染の認識不足、あるい
は誤ったルート、エネルギー・栄養素必要量が増大す
る生理的要因（例：発育期、創傷治癒、慢性感染症、
多発性骨折）、EN に対する不耐症状、投与量の不足
や投与計画の中断

【症状・兆候】必要量よりも食事からの推定エネルギ
ー摂取量や質の高いタンパク質摂取量が不足してい
る、体重減少、成長速度の遅延、皮膚や粘膜の乾燥・
皮膚緊張度の低下、食欲不振・吐き気や嘔吐、食欲や
味覚の変化、ビタミン・ミネラル欠乏の臨床症状、経
済的制約による必要な食物入手の制限、アルコールや
薬物の過剰摂取による空腹感の低下、食欲を低下させ
る薬剤、栄養素等摂取量が基準に満たない質の低い食
事や、食物・飲料の摂取量の制限、不適切な食物・食
品群・補助食品の摂取・不適切な栄養支援への依存、
異化作用を促進する疾患の診断や治療に関連した症状
（例：AIDS、結核、神経性食欲不振症、敗血症や最
近の手術による感染症、うつ病、急性・慢性疼痛）、
たんぱく質や栄養素の吸収障害

物・栄養関連の知識不足、心理的要因（例：うつ病、
摂食障害）
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1.経腸栄養量の不足を招いている要因
を把握する
2.経腸栄養量を充足させるための方法
について検討する 経腸栄養量の調
整、投与ルートの調整、EN による製
品・処方に関わる食物・栄養関連の知
識の供与など
3.乳幼児：1－2 週間に一回の体重・
身長等の測定と栄養量の評価、成人：
定期的な体重測定による栄養量の評価

いて検討する 食品、献立、食事形状
や食事量の調整、嚥下摂食訓練 適切
な摂取量を確保するための環境調整
適切な身長・体重や食べ方に関する知
識の供与など
4.乳幼児：1－2 週間に一回の体重・
身長等の測定と摂取量の評価、成人：
定期的な体重測定による摂取量の評価
5.摂取量を増加させるための方法につ
いての検討は多職種で実施する、ま
た、.本人が好きな食品、献立、調理法
についても把握し計画に反映する

（ 94 ）
－ 236 －

◎

静脈栄養量
の不足

NI2.7

食事摂取基準量
または推定生理
的必要量に比べ
て、静脈からの
栄養補給量が不
足している

【症状・兆候】 代謝量・間接熱量の低下、呼吸商＜
0.7、ビタミン・ミネラル値の異常（Ca＜9.2 ㎎
/dL、銅＜70 ㎍/dL、亜鉛＜78 ㎍/dL、鉄＜50 ㎍
/dL、鉄結合能＜250 ㎍/dL）、成長曲線等に準じた
成長がない 妊娠期の体重増加不良 体重減少（成
人：1 か月≧5%、6 か月≧10%（水分には起因しな
い）、幼児や小児の場合はすべての体重減少）、低体
重：BMI＜18.5 ㎏/㎡、ビタミン・ミネラル不足が原
因の臨床症状（例：脱毛、歯肉出血、血色の悪い爪、
神経症状）、脱水症状（例：粘膜乾燥、ツルゴールの
低下）、筋肉量や皮下脂肪の低下、創傷治癒遅延や褥
瘡、吐気・嘔吐・下痢、必要エネルギー必要量よりも

【原因】 栄養素の吸収や代謝の変化（例：薬物投
与）、PN による製品・処方に関わる食物・栄養関連
の知識不足、PN 施行中の易感染の認識不足、あるい
は誤ったルート、エネルギー・栄養素必要量が増大す
る生理的要因（例：発育期、創傷治癒、慢性感染症、
多発性骨折）、PN に対する不耐症状、投与量の不足
や投与計画の中断

い）、幼児や小児の場合はすべての体重減少）、低体
重：BMI＜18.5 ㎏/㎡、ビタミン・ミネラル不足が原
因の臨床症状（例：脱毛、歯肉出血、血色の悪い爪、
神経症状）、脱水症状（例：粘膜乾燥、ツルゴールの
低下）、筋肉量や皮下脂肪の低下、創傷治癒遅延や褥
瘡、吐気・嘔吐・下痢、必要エネルギー必要量よりも
EN 量が不足している、チューブの誤挿入、チューブ
の抜去、身体活動レベルや運動による疲労などで要求
量が増加した場合、診断や治療に関連した症状（例：
腸切除、クローン病、HIV/AIDS、熱傷、早産、低栄
養）
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1.静脈栄養量の不足を招いている要因
を把握する
2.静脈栄養量を充足させるための方法
について検討する 経腸栄養量の調
整、投与ルートの調整、PN による製
品・処方に関わる食物・栄養関連の知
識の供与など
3.乳幼児：1－2 週間に一回の体重・
身長等の測定と栄養量の評価、成人：
定期的な体重測定による栄養量の評価

（ 95 ）
－ 237 －

◎

〇

△

〇

低体重

水分摂取量
不足

NC-3.１

NI-3.1

策定参照基準値
や推奨値と比較
し、低体重であ

食事摂取基準量
または生理的必
要量に基づく推
奨量と比較し、
水分摂取量が不
足している

【原因】 食事パターン異常 身体活動過多 食物・
栄養関連の話題に対する誤った信念(主義)や態度 エ
ネルギー摂取量不足 エネルギー必要量の増大 食物

【症状・兆候】 生理的原因（例：天候・気温変化に
伴う水分の必要量の増加、運動量の増加または体液の
損失が著しい状態、不感蒸泄を増加させる発熱、口渇
感の低下による飲水不足、口渇感を減少させる薬剤の
使用）、水分の入手が困難な場合（例：経済的制約、
高齢者や小児のように水分の自己摂取が不可能な場
合）、水分の摂取を制限する文化的習慣、適切な水分
補給に必要な食物・栄養関連の知識不足、心理的原因
（例：うつ病、摂食障害）、学習障害、神経的：知的
障害や認知症を含む認識能力の欠如
血清浸透圧 290mOsm/㎏以上、BUN 値の上昇、高
ナトリウム血症、尿量の減少、尿比重の上昇、糖尿病
患者における高血糖、急激な体重減少、皮膚や粘膜の
乾燥・ツルゴールの低下、頻脈・血圧正常または低
値、呼吸数の増加、頸動脈の虚脱、口渇、嚥下障害、
不感蒸泄の増加、必要量よりも水分摂取量が不足して
いる（例：小児の体表面積当たり）、口渇感を低下さ
せる薬剤の使用、診断や治療に関連した症状（例：ア
ルツハイマー病や認知症などによる口渇感の減少、腹
水、糖尿病、腎機能低下、下痢、嘔吐、小腸切除術、
大腸切除術）

【原因】 下記の症状・兆候が要因となることがある

EN 量が不足している、チューブの誤挿入、チューブ
の抜去、身体活動レベルや運動による疲労などで要求
量が増加した場合、診断や治療に関連した症状（例：
腸切除、クローン病、HIV/AIDS、熱傷、早産、低栄
養）
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1.低体重を招いている要因を把握する
2.エネルギーや主として不足となって
いる栄養素を把握する

1.現状で、お茶などの飲み物、みそ
汁、スープ、麺の汁物等について、1
日にいつ、何を（具体的に）、どの位
の量摂取しているかを把握し、おおよ
その水分摂取量の確認をする。あわせ
て排尿量や回数などについても確認す
る。
2.水分摂取量の不足を招いている要因
を把握する
3.必要な水分摂取量を確保するための
方法について検討する 食品、献立や
食事量の調整、嚥下摂食訓練 適切な
水分摂取量を確保するための環境調整
適切な水分補給に必要な食物・栄養関
連の知識の供与など
4．水分摂取過剰を起こすような服薬
の見直しや疾患の治療

（ 96 ）
－ 238 －

◎

意図しない
体重減少

NC-3.2

計画外あるいは
意図しない体重
減少がある

る。

【症状・兆候】 （成人）体重減少：≧５%/1 か
月、≧7.5%/3 か月，≧10％/6 か月(成人) （子
供）体重増加不良、体重減少：≧5％/6 ヶ月、成長曲
線パーセンタイルを 2 チャンネル以上変化する

【原因】 栄養必要量を増やす生理的要因[例:異化作
用が長期間にわたる疾患，外傷，吸収不良] 十分な量
のエネルギーを消費する能力が低い 食物を入手する
ことができない[例:経済的制約、高齢者や小児への食
物提供が制限される場合] 食物の入手に影響する文化
的習慣 長期入院 心理的要因[例:うつ病，摂食障害]
自給や自炊の能力の不足

【症状・兆候】 推定 RMR(安静時代謝率)よりも実測
された RMR 値が高い 皮下脂肪厚と上腕筋周囲長の
減少 (成人) BMI：BMI＜18.5 ㎏/ｍ² 65 歳以上
BMI＜22、（2 歳まで）W/A＜5 パーセントタイ
ル、W/H＜５パーセントタイル （2～20 歳）W/H＜
5 パーセントタイル、BMI＜5 パーセントタイル、
W/A＜５パーセントタイル、筋肉量の減少，筋肉消耗
(臀筋と側頭筋) 飢餓、必要量よりも食物からの摂取
量が不足している 自宅での食物供給制限 ダイエッ
ト，食品ファシズム（一時的な流行） 食べることへ
の拒絶 推奨量よりも身体活動が大きい 食欲へ影響
がある薬物投与[例:ADHD(注意欠陥多動性障害)への
刺激薬] 栄養不足 病気や身体障害 精神疾患、認知
症、精神錯乱 アスリート、ダンサー、体操選手 ビ
タミン・ミネラル欠乏

を入手する手段の制限や不足 妊娠期間に対して胎児
が小さい(SGA)（子宮内胎児発育遅延(IUGR)，1 日当
たりの適切な体重増加・発育の不足）
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1.体重減少を招いている要因を把握す
る
2.エネルギーや主として不足となって
いる栄養素を把握する
3.目標体重を決定し、必要栄養量を算
出する。
４.必要量を充足するための方法につい
て検討する 食事形状の調整、嚥下摂
食訓練 食事入手のための環境調整
適切な体重・栄養・食事関する知識の
供与 活動量の調整など
５服薬調整と疾患管理

3.目標体重を決定し、必要栄養量を算
出する。
４.必要量を充足するための方法につい
て検討する 食事形状の調整、嚥下摂
食訓練 食事入手のための環境調整
適切な体重・栄養・食事関する知識の
供与 活動量の調整など
5.乳幼児であれば 1－2 週間に一回の
体重・身長・頭囲・胸囲の測定と摂取
量の評価
6.エネルギーの不足には MCT や糖類
の添加、そのほか微量栄養素は点滴な
ども視野に入れた充足を多職種で検討
する

（ 97 ）
－ 239 －

◎

△

慢性疾患に
関連した低

飢餓による
低栄養

NC4.1.2

NC4.1.1

飢餓の程度に関
連なく、エネル

飢餓の程度に関
連なく、エネル
ギー・たんぱく
質の摂取量が長
期間にわたり不
足している状況
で、感染などな
く体脂肪や筋肉
が顕著に減少し
ている。社会
的・環境的に影
響された栄養障
害

【原因】疾患や身体的状況による必要栄養量の増加、
食思不振や食事量の減量、消化管の構造や機能障害

【症状・兆候】体重・BMI（妊娠中の体重増加不良、
中程度の低栄養：20％/年、10％/６M、7.5％/３
M、５％/１M の体重減少、重度のあ低栄養：20％/
年、10％/６M、7.5％/３M、５％/１M 以上の体重
減少）体組成（皮下脂肪の減少、筋肉量の減少、四肢
や外性器の浮腫、腹水など）食事歴（中程度の低栄
養：3 か月以上にわたって食事摂取量が推奨量の
75％以下、重度の低栄養：1 か月以上食事摂取量が
推奨量の 50％以下、握力やその他の身体的機能が低
下している）既往（神経性食思不振 食道の構造障
害、薬物誤用、虐待、貧困、フレイル、食物入手が困
難、低栄養の診断が現在ある、脳性まひ、嚢胞性繊維
症、てんかんなどの発作、代謝性疾患、炎症性腸疾患

【原因】消化器の構造や機能障害、高齢者や虐待、戦
争や貧困など社会的・経済的要因による食物の入手が
ないもしくは困難、食物入手にかかわる文化的・宗教
的要因、エネルギーやたんぱく質摂取量にかかわる知
識の不足、鬱や摂食障害、口腔内の問題、感覚障害

発熱 感覚の低下[例:嗅覚，味覚，視覚] 心拍数の増
加 呼吸数の低下 皮下脂肪や筋肉量の減少 衣服の
サイズの変化 精神状態や機能の変化[例：うつ病]
罹患直前の食事摂取量は標準的か通常量 摂取量の低
下、食べる習慣の変化，早い満腹感，欠食、抗うつ剤
のような体重減少に関連した薬剤 診断や治療に関連
した症状[例:AIDS/HIV，火傷，慢性閉塞性肺疾患
(COPD)，嚥下障害，寛骨・長骨の骨折、感染症，手
術，身体的外傷，甲状腺機能亢進症、ある種の癌や転
移性疾患，薬物乱用] がん化学療法
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1.摂取量不足を招いている要因を把握
する 2.エネルギーや主として不足とな

1.摂取量不足を招いている要因を把握
する
2.エネルギーや主として不足となって
いる栄養素を把握する
3.必要量を充足するための方法につい
て検討する 食事形状の調整、嚥下摂
食訓練 食事入手のための環境調整
適切な身長・体重に関する知識の供与
など
4.乳幼児であれば 1－2 週間に一回の
体重・身長・頭囲・胸囲の測定と摂取
量の評価
5.エネルギーの不足には MCT や糖類
の添加、そのほか微量栄養素は点滴な
ども視野に入れた充足を多職種で検討
する

6.食事摂取状況、体重の推移を観察す
る

（ 98 ）
－ 240 －

〇

〇

急性疾患に
関連した低
栄養

栄養

NC4.1.3

明らかに顕著な
炎症反応を伴う
脂肪蓄積量の損
失または筋肉消
耗の状態で、急
性疾患または損
傷の状況におけ
るタンパク質や
エネルギー摂取
量不足によるも
のである。中等
度および重度の
急性疾患や損傷
における栄養失
調などがある

ギー・たんぱく
質の摂取量が長
期間にわたり不
足している状況
で、感染などな
く体脂肪や筋肉
が顕著に減少し
ている。社会
的・環境的に影
響された栄養障
害

【症状・兆候】 妊婦の不十分な体重増加
〇中等度の栄養失調
意図しない体重減少：3 か月で 7.5％、1 か月で
5％、1 週間で 1-2％
皮下脂肪の軽度喪失[例：眼窩、上腕三頭筋、肋骨を覆
う脂肪]、筋肉疲労[例：こめかみの萎縮(側頭筋)、鎖
骨(胸筋と三角筋)、肩(三角筋)、骨間筋、肩甲骨(広背
筋、僧帽筋、三角筋)、大腿部(大腿四頭筋)、腓骨(腓
腹筋)]
軽度の局部的・全身的に体液貯留(四肢、外陰部/陰
嚢、腹水) 推定摂取エネルギー量が推定必要エネルギ
ー量の 75％が 7 日以上

【原因】急性疾患または急性外傷による栄養必要量を
増加させる生理的要因 食欲不振または摂取量減少を
もたらす生理的原因 消化管の構造的,機能的変化 食
物のたんぱく質の量や種類およびエネルギー摂取量に
関わる食物・栄養関連の知識不足

【症状・兆候】体重・BMI（妊娠中の体重増加不良、
中程度の低栄養：20％/年、10％/６M、7.5％/３
M、５％/１M の体重減少、重度のあ低栄養：20％/
年、10％/６M、7.5％/３M、５％/１M 以上の体重
減少）体組成（皮下脂肪の減少、筋肉量の減少、四肢
や外性器の浮腫、腹水など）食事歴（中程度の低栄
養：3 か月以上にわたって食事摂取量が推奨量の
75％以下、重度の低栄養：1 か月以上食事摂取量が
推奨量の 50％以下、握力やその他の身体的機能が低
下している）既往（神経性食思不振 食道の構造障
害、薬物誤用、虐待、貧困、フレイル、食物入手が困
難、低栄養の診断が現在ある、脳性まひ、嚢胞性繊維
症、てんかんなどの発作、代謝性疾患、炎症性腸疾患

94

1.摂取量不足を招いている要因を把握
する
2.エネルギーや主として不足となって
いる栄養素を把握する
3.必要量を充足するための方法につい
て検討する 食事形状の調整、栄養補
助食品の利用 分割食 食事入手のた
めの環境調整 適切な栄養摂取に関す
る知識の供与など
4.体重・身体計測・食事摂取量の評価

っている栄養素を把握する 3.必要量を
充足するための方法について検討する
食事形状の調整、嚥下摂食訓練 食事
入手のための環境調整 適切な身長・
体重に関する知識の供与など 4.乳幼
児であれば 1－2 週間に一回の体重・
身長・頭囲・胸囲の測定と摂取量の評
価 5.エネルギーの不足には MCT や糖
類の添加、そのほか微量栄養素は点滴
なども視野に入れた充足を多職種で検
討する

（ 99 ）
－ 241 －

身体活動過
多

NB-2.2

エネルギー消費
に影響を与える
もしくは成長阻
害するような自
発的・非自発的
な運動をする。
健康状態を維持
する以上の運動
や活動がある

【症状・兆候】肝酵素の上昇 微量栄養素の指標とな
るデータの低下（フェリチン 亜鉛 インスリン様
因子結合たんぱく質）ヘマトクリットの上昇 コルチ
ゾルの上昇
体重減少 成長・発達の停滞 成長期の体重増加不良
体脂肪と体たんぱく質の減少 慢性筋肉痛
健康改善や運動機能向上に必要と考えられる以上の強
度が高い運動の継続 休み時間なく実施する運動 リ
ハビリテーション、怪我や病気があるときに実施する
運動、運動するために家族や仕事・社会的責任を放棄
する
疾患治療に関連した状態（神経性食思不振症、過食
症、無月経 疲労性骨折）慢性疲労 依存症や強迫観
念、強迫神経症 免疫機能の低下 頻繁もしくは長引

【原因】摂食障害 身体活動に対する誤った信念や態
度 依存性の起こしやすい行動や人格

〇重度の栄養失調：
意図しない体重減少：3 か月>7.5％、1 か月>5％、ま
たは 1 週間>2％以上) 皮下脂肪の中等度喪失、[例：
眼窩、上腕三頭筋、肋骨を覆う脂肪]、筋肉疲労[例：
こめかみの萎縮(側頭筋)、鎖骨(胸筋と三角筋)、肩(三
角筋)、骨間筋、肩甲骨(広背筋、僧帽筋、三角筋)、大
腿部(大腿四頭筋)、腓骨(腓腹筋)] 中等度の局部的・
全身的に体液貯留(四肢、外陰部/陰嚢、腹水) 推定摂
取エネルギー量が推定必要エネルギー量の 50％が 5
日以上 握力やその他の機能的指標の減少
・主な感染症[例：敗血症、肺炎、創傷感染]、重度熱
症、心的外傷、閉鎖性頭部外傷、急性肺障害、急性呼
吸促拍症候群や大手術(急性疾患や損傷と関連した栄養
失調) 栄養失調の既存の医学的診断
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1．運動と健康や体重管理に対する効
果についての知識教育や情報提示
2．運動で消費するエネルギーや栄養
素を算出し、充足できるような食事提
案や栄養補助食品の提案を行う
3．適正な運動量や運動方法に対する
知識や具体的な方法、時間等について
リハビリスタッフなどを中心に継続的
な教育を行う
4．精神的、心理的なカウンセリング
を行う

（ 100 ）
－ 242 －

〇

エ
ネ
ル
ギ
ー
や
栄
養
素
の
摂
取
量
が
必
要
以
上

たんぱく質
の摂取過剰

エネルギー
摂取過剰

NI-5.6.2

NI-1.3

食事摂取基準量
または生理的必
要量に基づく推
奨量と比較し、
たんぱく質の摂
取量が過剰であ
る

推定エネルギー
必要量に比べ
て、エネルギー
摂取量が過剰で
ある

【症状・兆候】 検査値の変化（例：BUN 値の上
昇、糸球体濾過率の低下（腎機能の低下）、推奨量よ

【原因】 肝機能障害、腎機能障害、食物・栄養関連
の話題に対する誤った信念（主義）や態度、食物栄養
関連の知識の欠如、たんぱく質強化食品を入手するこ
とができない、代謝異常、食物ファディズム（一時的
流行）

【症状・兆候】 肝臓機能検査（AST、ALT、γ
GTP 等）の異常、体脂肪率（男性：＞25％、女性：
＞32%）、肥満（成人：BMI≧25、小児：BMI≧95
パーセントタイル）、体重増加、体脂肪量の増加、呼
吸数の増加、高エネルギー食品や大量の飲食物の摂
取、推定または測定エネルギー消費量（例：間接熱量
測定法）を超過する EN・PN、呼吸商＞1.0、

【原因】 食物・栄養関連に関する誤った信念・主義
や態度を持っている、エネルギー摂取に関わる食物・
栄養関連の知識不足、健康的な食物選択ができないも
しくは制限されている（例：養育者から健康的な食事
を提供されない場合等）、行動変容に対する価値観を
持っていない価値観が異なっている、食欲を増進する
薬剤（例：ステロイド薬、抗うつ薬）の継続的な服
用、経腸栄養・静脈栄養（EN・PN）成分の過剰補給
投与、輸液や薬剤からのエネルギー量補給量が多い、
エネルギー摂取を減らすことへの嫌悪感と無関心、ラ
イフスタイル変化や代謝量の低下（加齢、運動量の低
下等）に対する調整失敗、外傷・手術後などの身体行
動制限などによるエネルギー消費量の減少に対する調
整失敗

く外傷や疾患
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1.たんぱく質の摂取過剰を招いている
要因を把握する
2.摂取量を適正にするための方法につ
いて検討する 食品、献立、食事形状
の調整、嚥下摂食訓練 食事入手のた
めの環境調整 たんぱく質の適正量に
関わる食物・栄養に関連した知識の供
与など

1.現状について、朝、昼、夕、間食で
何を（具体的に）、どの位、どのよう
にして（食事形態を含めて）食べてい
るのかを把握し、現在の 1 日のエネル
ギ－摂取量をおおよそ推算する。
2.エネルギー摂取量過剰を招いている
要因を把握する
3.適切なエネルギー量の摂取にするた
めの方法について検討する 食品、献
立、食事形状や食事量の調整、嚥下摂
食訓練 適切な食事量を摂食するため
の環境調整 適切な身長・体重や食べ
方に関する知識の供与など
4.乳幼児：1－2 週間に一回の体重・
身長等の測定と摂取量の評価、成人：
定期的な体重測定による摂取量の評価

（ 101 ）
－ 243 －

〇

〇

脂肪の摂取
過剰

炭水化物の
過剰摂取

Ni-5.5.2

NI-5.8.2

食事摂取基準量
または生理的必
要量に基づく推
奨量と比較し、
脂質の摂取量が

食事摂取基準量
または生理的必
要量の基づく推
奨量と比較し、
炭水化物の摂取
量が過剰である

【原因】 脂肪の適正量に関わる食物・栄養関連の知
識不足、食物・栄養関連の話題に対する誤った信念
（主義）や態度、健康的な食物選択ができないもしく
が制限（例：介護者や両親から健康的な食事を提供さ
れない場合等）、味覚・食欲・嗜好の変化、行動変容

【症状・兆候】 高血糖(空腹時血糖＞126 ㎎／dl)、
ヘモグロビン A1c＞６％、OGT の異常(グルコース負
荷 2 時間値＞200 ㎎/dl、)虫歯、下痢、炭水化物摂
取調整を妨害するような文化的・宗教的習慣、炭水化
物摂取過剰が継続している、ステロイドなど高血糖を
起こす薬剤の長期使用、不正確あるいは不完全な知
識、 糖尿病、先天性糖代謝障害、ラクターゼ欠損
症、重症感染症、敗血症、肥満症などの診断や治療に
関連した症状、膵機能不全によりインスリン産生減
少、適切な食物の入手を制限する経済的制約

【原因】 炭水化物の摂取を調整する必要がある生理
的要因（例:糖尿病、ラクターゼ欠損症、スクラーゼイソマルターゼ欠損症、アルドラーゼ B 欠損症）、
炭水化物の摂取量を減らすことに影響する文化的習
慣、 炭水化物の摂取の適正量に関わる食物・栄養関
連の知識不足、 栄養士や医師から進言された炭水化
物摂取量を調整に失敗しているもしくは信頼していな
い等理由によるの食事療法遵守の限界、 うつ病・摂
食障害などの心理的要因

りもたんぱく質の摂取量が過剰である（例：初期の腎
不全、意識障害をきたした重度の肝疾患）、不適切な
補助食品の摂取（サプリメント摂取）、不正確あるい
は不完全な知識の思い込み、根拠のない信念や態度の
思い込み、診断や治療に関連した症状（例：初期の腎
不全、意識障害をきたした重度の肝疾患）
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1.脂肪やコレステロールの摂取過剰を
招いている要因を把握する
2.摂取量を適正にするための方法につ
いて検討する 食品、献立、食事形状
の調整、嚥下摂食訓練 食事入手のた

1.摂取量過剰を招いている要因を把握
する
2.摂取量を適正にするための方法につ
いて検討する
食品・献立 食事入手のための環境調
整 炭水化物の適正量に関わる食物・
栄養関連の知識の供与など
3.定期的に食事内容や血液検査により
評価を行う

3.定期的に食事内容や尿検査により評
価を行う

（ 102 ）
－ 244 －

〇

経口摂取量
過剰

NI-2.2

食事摂取基準量
または生理的必
要量に基づく推
奨量と比較し、
経口での食物・
飲料の摂取量が
過剰である

過剰である

【原因】 食物・栄養関連に関する誤った信念や態
度、適切な食物・飲料に関わる食物・栄養関連の知識
不足、健康的な食物選択ができないもしくは制限
（例：養育者等からの健康的な食事を提供されない場
合等）、行動変容に対する価値観がないもしくは矛盾
した価値観を持っている、提供された食事を制限・拒
否する能力がない、食事を準備する能力不足、食欲が
あるかどうか自覚できない、食欲を増進する薬（例：
ステロイド、抗うつ薬）の使用、心理的要因（例：う
つ病、摂食障害）、摂食量を減らすことへの無関心

【症状・兆候】 コレステロール＞200 ㎎/dL 以
上、LDL コレステロール＞100 ㎎/dL 以上、HDL
コレステロール＜40 ㎎/dL 以下、トリグリセリド＞
150 ㎎/dL 以上、血清アミラーゼ、リパーゼの上
昇、肝機能検査値（LFTs：liver functional test）の
異常、総ビリルビンの上昇、便脂肪＞7g/24 時間以
上、黄色腫、下痢・筋痙攣・脂肪便・上腹部痛、多量
の高脂肪食品の頻回摂取、脂肪を使った調理が多い、
飽和脂肪酸やトランス脂肪、コレステロールなどリス
クのある脂質の頻回摂取、食事指示以上に脂肪を含む
食品の摂取歴、薬剤（例：膵酵素、コレステロールや
その他の脂質を減少させるような薬剤）、不正確ある
いは不完全な知識の思い込み、根拠のない信念や態度
の思い込み、診断や治療に関連した症状（例：脂質異
常症、嚢胞性繊維症、狭心症、アテローム性動脈硬化
症、膵疾患、肝疾患、胆道疾患、移植後）、脂質異常
症・アテローム性動脈硬化症、膵疾患の家族歴

への意識や価値観がない、総脂質必要量が減少するよ
うな生理学的要因
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1.現状について、朝、昼、夕、間食で
何を（具体的に）、どの位、どのよう
にして（食事形態を含めて）食べてい
るのかを把握し、現在の 1 日のエネル
ギ－摂取量をおおよそ推算する。
2.摂取量過剰を招いている要因を把握
する
3.摂取量を減らすための方法について
検討する 食品、献立、食事形状や食
事量の調整、嚥下摂食訓練 食事入手
のための環境調整 適切な身長・体重

めの環境調整 食事性脂肪の適正量に
関わる食物・栄養に関連した知識の供
与など
3.定期的に食事内容や血液検査により
評価を行う
4.本人が好きな食品、献立、調理法に
ついても把握し、配慮する

（ 103 ）
－ 245 －

〇

〇

静脈栄養量
過剰

経 腸 （ 経
管）栄養量
過剰

NI2.8

NI2.4

食事摂取基準量
または生理的必
要量に基づく推
奨量と比較し、
静脈栄養補給量
が過剰である

食事摂取基準量
または生理的必
要量に基づく推
奨量と比較し、
経管栄養補給量
が過剰である

【症状・兆候】 BUN、クレアチニン比の上昇（タン
パク質の過剰）、高血糖（炭水化物の過剰）、換気不
全（PaCO2 の貯留、高炭酸ガス血症）、除脂肪組織
の増加、水分の過剰投与による浮腫、推奨量よりも炭
水化物・たんぱく質・脂質投与量が過剰である、薬物

【原因】 生理的原因（例：重症疾患や臓器不全によ
り活動レベルが低下し、必要量が減少した場合）、適
切な PN 投与量に関する食物・栄養関連の知識不足

【症状・兆候】 BUN、クレアチニン比の上昇（タン
パク質の過剰）、高血糖（炭水化物の過剰）、換気不
全（PaCO2 の貯留、高炭酸ガス血症）、除脂肪組織
の増加、水分の過剰投与による浮腫、推奨量よりも炭
水化物・たんぱく質・脂質投与量が過剰である、薬物
使用によるエネルギー・たんぱく質・脂質・水分の代
謝障害、栄養必要量の減少、非現実的な体重増加や目
標体重の設定

【原因】 生理的原因（例：重症疾患や臓器不全によ
り活動レベルが低下し、必要量が減少した場合）、適
切な EN 投与量に関する食物・栄養関連の知識不足

【症状・兆候】 浮腫ではない体重増加（成人）、食
事や軽食などでエネルギーの高い食物・飲料（ジュー
ス、ソーダ、アルコール）の摂取がある、一人前の分
量としては多い食物・飲料の摂取がある、食事または
特殊な食物の摂取、エネルギー必要量よりもエネルギ
ー摂取量が過剰である、日々のエネルギー摂取量の変
動が大きい、大食漢（どか食い習慣）、ファーストフ
ードやレストランなどの外食利用頻度が多い、診断や
治療に関連した症状（例：肥満、過体重、メタボリッ
ク症候群、うつ病、不安障害）
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1 静脈栄養量の過剰を招いている要因
を把握する
2.静脈栄養量を適切にするための方法
について検討する 静脈栄養量の調
整、適切な PN 投与量に関する食物・
栄養関連の知識の供与など
3.乳幼児：1－2 週間に一体重・身長
等の測定と静脈栄養量の評価、成人：
定期的な体重測定による静脈栄養量の

1.経腸栄養量の過剰を招いている要因
を把握する
2.経腸栄養量を適切にするための方法
について検討する 経腸栄養量の調
整、適切な EN 投与量に関する食物・
栄養関連の知識の供与など
3.乳幼児：1－2 週間に一体重・身長
等の測定と経腸栄養量の評価、成人：
定期的な体重測定による経腸栄養量の
評価

や食べ方に関する知識の供与など
4.乳幼児：1－2 週間に一回の体重・
身長等の測定と摂取量の評価、成人：
定期的な体重測定による摂取量の評価
5.摂取量の調整は多職種で検討する

（ 104 ）
－ 246 －

◎

〇

過体重、肥
満

水分摂取量
過剰

NC-3.3

NI-3.2

過体重から肥満
症があり、策定
参照基準体重や
推奨値と比較
し、脂肪量が増
加した状態であ
る。

食事摂取基準量
または生理的必
要量に基づく推
奨量と比較し、
水分摂取量が過
剰である

【症状・兆候】 予測あるいは推定 RMR(安静時代謝
率)よりも RMR 実測値が低い BMI が年齢・性の基準
値よりも高い （成人）過体重：25.0≦BMI＜30.0

【原因】 エネルギー必要量の減少 不規則な食事パ
ターン エネルギー摂取量過剰 食物・栄養関連の知
識不足 食事・ライフスタイル改善への心がまえ不足
身体活動不足 心理的ストレス生活ストレスの増加

【症状・兆候】 生理学的要因（例：腎臓、肝臓、心
臓、内分泌、神経的、呼吸不全）、運動や気候などが
原因となる水分不足やナトリウムの喪失、抗利尿ホル
モンの分泌異常（SIADH）、適切な水分摂取に関する
知識不足、心理的原因（例：うつ病、摂食障害）、
血清浸透圧 270－280ｍOsm/㎏（水分摂取が正の
時に限り水分過剰もしくは食塩摂取過剰）、SIADH
による血清ナトリウムの低下、尿量の増加、体重増
加、皮下や下肢、仙骨部などの限局性もしくは散在性
浮腫、腹水、息切れ・起坐呼吸・クラックル音や水泡
音等がみられる（呼吸器浮腫）、嘔気・嘔吐・食思不
信・頭痛・筋肉の痙攣、痙攣、労作時もしくは休息時
の呼吸困難や息切れ、飲水量が増大するような服薬、
水分排泄障害するような薬品の使用、必要量よりも水
分摂取量が多い（例・小児に体表面積あたり以上）、
過剰な食塩摂取、診断や治療に関連した症状（末期腎
不全、ネフローゼ症候群、心不全、肝疾患）、昏睡
（SIADH）

【原因】 下記の症状・兆候が要因となることがある

使用によるエネルギー・たんぱく質・脂質・水分の代
謝障害、栄養必要量の減少、非現実的な体重増加や目
標体重の設定
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1.体重増加を招いている要因を把握す
る
2.エネルギーや主として過剰となって
いる栄養素を把握する
3.目標体重を決定し、必要栄養量を算
出する。
４.必要量を充足するための方法につい
て検討する
食事入手のための環境

1.現状で、お茶などの飲み物、みそ
汁、スープ、麺の汁物等について、1
日にいつ、何を（具体的に）、どの位
の量摂取しているかを把握し、おおよ
その水分摂取量の確認をする。あわせ
て排尿量や回数などについても確認す
る。
2.水分摂取量の不足を招いている要因
を把握する
3.必要な水分摂取量を確保するための
方法について検討する 食品、献立や
食事量の調整、嚥下摂食訓練 適切な
水分摂取量を確保するための環境調整
適切な水分補給に必要な食物・栄養関
連の知識の供与など
4．水分摂取過剰を起こすような服薬
の見直しや疾患の治療

評価

（ 105 ）
－ 247 －

◎

意図しない
体重増加

NC-3.4

計画外あるいは
意図しない体重
増加がある

【症状・兆候】 血清アルブミンの減少、血清ナトリ
ウムの低下、空腹時血清脂質の上昇,空腹時血糖の上昇,

【原因】 予想できない体重増加を起こすような疾患
や状態（例：頭蓋骨損傷、不動性、麻痺、クッシング
症候群、甲状腺機能低下症 その他の内分泌異異常、
体重増加を引き起こすような薬剤の慢性的使用[例：抗
うつ剤、抗精神病薬、副腎皮質ステロイド、一部の
HIV 治療薬剤] 水分貯留による体重増加をきたす状
態 食事や

肥満(1 度)：30.0≦BMI＜34.9 肥満(２度)：35.0
≦BMI＜39.9 肥満(３度)４０.0≦BMI
（子供）
過体重 85～94 パーセントタイル、肥満 95 パーセ
ントタイル以上 胴囲が年齢・性別標準値以上、皮下
脂肪厚の増加 体脂肪の増加（男性 25％以上 女性
32％以上） ウェスト/身長比が年齢・性別標準値以
上 体脂肪の増加
高脂肪や高エネルギーの食物・飲料の摂取過剰、食事
量が推奨量の 2 倍以上、エネルギー摂取量過剰 不定
期・短時間・軽度な身体活動 座位を中心とした生活
[例：テレビ鑑賞，読書，趣味・仕事・学校でのコンピ
ューターの使用]、栄養に関する推奨量に対しあやふや
な考え 栄養にかかわる推奨に対して実行する能力不
足 栄養に関わる提言を実行する抵抗感や無関心 一
般的な体重減少治療では減らすことができないような
過体重、RMR(安静時代謝率)に悪影響がある薬剤
[例：ミダゾラム，プロプラノロール，グリヒジド]
診断や治療に関連した症状[例:甲状腺機能低下症，メ
タボリック症候群、特に原因がない摂食障害，うつ病]
身体活動への障害や制限 肥満の家族歴 小児期の肥
満歴 身体的虐待，性的虐待，精神的虐待の履歴
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1.体重増加を招いている要因を把握す
る
2.現在の摂取栄養量について把握する
2.エネルギーや主として過剰・不足と
なっている栄養素を把握する
3.摂取栄養量を適正するための方法に
ついて検討する
提供栄養量の調整 適切な体重・栄
養・食事関する知識の供与 活動量の
調整など

調整 適切な体重・BMI・食事や栄養
関する知識の供与 活動量の調整など
５服薬調整と疾患管理
6..食事摂取状況、体重の推移、ウエス
ト周囲長、体脂肪率を観察する

（ 106 ）
－ 248 －

〇

身体活動不
足

NB-2.1

健康状態やエネ
ルギー消費量に
影響を与えるよ
うな活動量の低
下食欲や意欲を
低下がある状態

【原因】身体活動に対する誤った信念や態度 外傷や
生活状況の変化、疾患状況（心疾患や肥満、腎疾患な
ど）、日常生活の中での行動制限や活動量の減少、健
康に対する運動の効果の知識が不足している 子供で
は模範となるものがない 改善のための社会的支援の
不足 安全に運動するための環境整備や設備などの不
足 行動変容に対する価値を感じていない 時間的な
制約がある 経済的制約【症状・兆候】肥満（成人
BMI30 以上、小児 BMI が 95 パーセントタイル以
上）皮下脂肪の増加と筋肉量の低下、運動回数の減少
や負荷が少ない運動、デスクワークなどが多い 立
つ・座る・歩くなどの運動によって消費される NEAT
（非活動性熱産生）が低い 低心肺機能や脆弱な筋肉
認知機能を低下させたり傾眠傾向を増長する薬剤の服
用がある 運動不足の要因となる既往がある（関節炎
慢性疲労症候群 病的肥満 膝の外傷） 精神的疾患
の既往

ホルモン濃度の変動、コルチゾルの上昇、成長ホルモ
ンの上昇、甲状腺刺激ホルモンの上昇、チロキシン
（T4）の低下、体重増加、計画以上の体重増加（例:
＞5％/１M、＞7.5％/３M、＞10％/６M の体重増
加） 脂肪蓄積、過度な皮下脂肪の貯蔵、顕著な体脂
肪分布の変化 動悸・震え・発汗などを伴うあるいは
伴わない極端な空腹感 浮腫 息切れ 筋力低下 疲
労感 推定または実測エネルギー必要量に適合しない
摂取量 最近の食物摂取量の変化 必要以上の水分投
与 アルコールや麻薬の使用 食欲増進に影響する薬
剤 身体不活動や身体活動レベルの変化 診断や処置
に関連した症状[例:喘息、精神病,リウマチ疾患,クッシ
ング症候群(副腎皮質機能亢進症)、病的肥満,プラダ
ー・ウィリー症候群(PWS)、甲状腺機能低下症]
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1．運動と健康や体重管理に対する効
果についての知識教育や情報提示 2．
運動を阻害するような社会的・環境的
要因を除くために多職種で協働する
3．日常生活の中で身体活動量を増加
させるような具体的な生活パターンを
提案する 4．服薬の調整や疾患管理

4.服薬調整と疾患管理
5.体重、血液検査、浮腫などの身体状
況を観察する

（ 107 ）
－ 249 －

小
児
期

成長障害

授乳困難

NC-3.5

NC-1.3

成長曲線に即し
た成長ができて
いない

母乳による乳幼
児の栄養維持が
困難な状況であ
る。

【原因】 妊娠期の重症疾患・代謝性疾患、吸収障害
などの罹患 食品の入手困難 うつや摂食障害などの
精神的要因 食や栄養に関する知識不足 低出生体重
胎児成長障害

【症状・兆候】
〈乳幼児〉脱水症を示す臨床検査結果 24 時間以内
でおむつの濡れた回数が 6 回より少ない 体重減少、
体重増加が小さい 舌小帯の異常 嘔吐や下痢 空腹
感、摂食後の満足感がない 咳・泣く・吸いついたり
離したり、乳房をたたいたりするなどの行為がある、
頻回な哺乳や授乳回数・時間の減少、早期の哺乳中
断、授乳を嫌がる 嗜眠
〈母親〉ポンプで搾乳しても母乳の量が少ない 授乳
に対する自信不足 幼児の飲み込む音を聞かない 母
乳保育を選択したことへの心配やそ心配に対する支援
不足 授乳や乳幼児の空腹・満腹シグナルの知識不足
職場や地域社会で授乳をできる施設や設備の不足 哺
乳瓶やその他の方法での哺乳
乳幼児における診断や治療に関連した症状[例:口唇裂
(三つ口)/口蓋裂，鵞口瘡，未熟児，吸収不良、感染
症] 母親における診断や治療に関連した症状[例:乳腺
炎，カンジタ症，乳腺うっ血、乳房手術の履歴]

【原因】
<乳幼児>吸いつき困難 弱い吸啜力 口腔の痛み 栄
養障害・吸収障害 嗜眠、眠気 短気・いらいら 嚥
下障害、嚥下困難
<母親>乳房や乳首の痛み 乳房や乳首の異常 乳腺炎
不適切な授乳の実践と認知 社会的・環境的支援の不
足 授乳能力に影響する文化的習慣
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1.摂取量不足を招いている要因を把握
する
2.エネルギーや主として不足となって
いる栄養素を把握する
3.必要量を充足するための方法につい

1.授乳困難を招いている要因を把握す
る
2.エネルギーや主として不足となって
いる栄養素を把握する
3.必要量を充足するための方法につい
て検討する
授乳方法の検討 ミルク・その他経腸
栄養など母乳以外の栄養補給方法の検
討 適切な授乳方法・母乳保育に関す
る知識の供与 母乳保育のための社会
的資源や社会的サポートを利用するた
めの方法の検討
4.1－2 週間に一回の体重・身長・頭
囲・胸囲の測定と摂取量の評価

（ 108 ）
－ 250 －

疾患に関連
しない小児
期の低栄養

NC4.1.4

成長や発達など
に影響を与える
ような環境や行
動の要因によっ
て十分な栄養が
摂取できていな
い
【症状・兆候】生化学検査やその他の医学的検査結果
z スコア（W/H＊、年齢別 BMI、上腕周囲長）による
低栄養分類 軽度－１～－1.9、中程度－2～－2.9、
重度 －3 以下（上記の 3 つに H/A**加味）
*W/H：身長を基準とした標準体重に対する現体
重の割合
**H/A：年齢標準の身長に対する現身長
の割合
体重変化率による低栄養分類 軽度：推定体重増加量
の 75％以下の体重増加量（2 歳未満）、5％の体重
減少（2－20 歳）W/H もしくは BMIｚスコアが 1.0
ＳＤ減少する、中程度：上記の基準 50％以下、
7.5％、2ｚスコア、 重度：25％、10％、3z スコ
ア
タナ―分類による皮下脂肪や筋肉などで評価

【原因】 病態生理的、精神的、環境、発達、文化等
様々な状態が現在あるもしくは継続している（貧困や
戦争などが理由となった難民や経済的な理由もしくは
虐待などによって十分な食事を摂取できない、栄養補
給の中断や不耐等）

【症状・兆候】 ケトン体＋ 亜鉛や鉄の欠乏 成長
曲線−2SD 以下の成長 筋肉量の低下 脂肪組織の現
象 哺乳困難 服薬に関連する食欲低下 活動量の増
加 摂取量の不足 疾患が原因となる摂取不足 HIV
や熱傷、呼吸器疾患 長期のわたる骨折治療 誤嚥
手術 出生時障害など
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1.不足しているエネルギー・たんぱく
質を推定し、充足できるための方法を
検討する（日々400kcal の継続した
不足があると判断→一度に増加させる
ことに問題がないかどうかの評価をし
てから食事や補完食を 1 日の中で分割
して補充する。経腸的に不耐状況があ
ると考えられる場合は、静脈栄養法も
検討する）
2．栄養補給のための社会的資源や社
会的サポートを利用するための方法を
多職種で検討する

て検討する 食事形状の調整、嚥下摂
食訓練 食事入手のための環境調整
適切な身長・体重に関する知識の供与
など
4.乳幼児であれば 1－2 週間に一回の
体重・身長・頭囲・胸囲の測定と摂取
量の評価
5.エネルギーの不足には MCT や糖類
の添加、そのほか微量栄養素は点滴な
ども視野に入れた充足を多職種で検討
する

（ 109 ）
－ 251 －

〇

〇

食
行
動

栄養素摂取
のインバラ
ンス

疾患に関連
した小児期
の低栄養

NI5-4

NC4.1.5

ある栄養素の摂
取量がその他の
栄養素の吸収や
同化作用を障害
するような望ま
しくない栄養素
の組み合わせが
ある。

成長や発達に影
響を与えるよう
な疾患や外傷に
よって栄養素の
摂取不足やイン
バランスが起こ
っている

【症状・兆候】 refeeding syn. の結果として重度低
リン血症（炭水化物量過剰）・重度低カリウム血症
（たんぱく質過剰）・重度低マグネシウム血症（炭水
化物過剰）、鉄のサプリメントによる下痢や便秘、亜
鉛のサプリメントによる上腹部痛・吐き気・嘔吐・下
痢、亜鉛の吸収障害をともなった鉄サプリメントの過
剰摂取、銅の吸収障害を伴う亜鉛サプリメントの摂取

【原因】 栄養補助食品の摂取過剰、栄養素の相互作
用に関わる食物・栄養関連の知識不足、食物・栄養関
連の話題に対する誤った信念（主義）や態度、食物フ
ァディズム（根拠なき食品の流行）、食品の一時的な
流行、Refeeding Syn （経口、PN・EN を含む）

【症状・兆候】NC-4.1.4 に同じ

【原因】病態生理的、精神的、環境、発達、文化等
様々な状態が現在あるもしくは継続している（早産
児、遺伝的、先天的障害、疾病、外傷等、食思不振や
食不耐によって食事が十分に摂取できない、消化管の
構造や機能の異常がある、栄養素の利用障害、うつや
摂食障害などの精神的問題）

食事摂取にかかわる機能や食思不振やフレイル等の過
去歴がある
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1.栄養補助食品や機能性食品等の食品
の種類、量、摂取頻度、摂取のタイミ
ング等を把握する。
2..栄養素摂取のインバランスを是正す
るための方法について検討する 食
品、献立の調整、嚥下摂食訓練 食事
入手のための環境調整 栄養素の相互
作用に関わる食物・栄養関連の知識の
供与など
3.栄養素摂取のインバランスを是正す
るための方法については多職種で検討
する

医療的課題解決が必要なことが多いた
め、医師との連携は必須。また看護
師、PT,OT,ST 等のリハビリスタッ
フ、薬剤師等との協働が必須となる
1.不足しているエネルギー・たんぱく
質を推定し、充足できるための方法を
検討する（日々400kcal の継続した
不足があると判断→一度に増加させる
ことに問題がないかどうかの評価をし
てから食事や補完食を 1 日の中で分割
して補充する。経腸的に不耐状況があ
ると考えられる場合は、静脈栄養法も
検討する）
2．栄養補給のための社会的資源や社
会的サポートを利用するための方法を
多職種で検討する

（ 110 ）
－ 252 －

〇

不適切な食
事パターン

限られた食
物摂取

NB-1.5

NI-2.11

健康被害がある
なしに関係な
く、摂食障害が
ある、体重管理
や食物、食べ方
などに関係する
行動や信念、態
度がある（食物
の入手などに問
題がある場合は
NI-2.11 食物入

食事の質や種
類、多様性に関
して推奨量と比
較して、摂取量
が不足している
（食思不振症や
神経性過食症、
大食い症などの
摂食障害につい
てはこの診断は
適切ではない。
NB-1.5 の摂食
障害を検討す
る）

【症状・兆候】コレステロール。血糖値、カリウムな
どの低値、アルカローシス、尿中ナトリウムの低下や
甲状腺機能低下、BUN の上昇、尿中ケトン体＋
BMI＜17.5 成長・発達の停止、体重増加不良、年齢
身長相当の標準体重の 85％以下 顕著な体重変化

【原因】家族的、社会的、生物学的、遺伝的などに加
えもしくは環境などの要因によって体重減少させたい
という気持ちに歯止めが聞かない状況 体重調整や体
重に関する過度な意識が自分の価値観に大きく影響を
与えている状況

【症状・兆候】 身体的症状等の要因（痛み、消化器
の不調や機能障害）、発育障害、神経障害、口の中に
食物や飲料を入れること、飲み込むこと、手で触るこ
となどへの忌避・嫌悪、食事準備に関して食物選択を
自分で制限している 空腹感よりも何らかの他の要因
を優先させるような介護者などを含む食行動に関する
問題、体重減少、発育不全、食事の質や種類、多様性
に関して推奨量と比較して摂取量が不足している、
食物や補完食・栄養サポートなどに対して不信感を持
っている、治療や処置に関連した症状（例：発達障
害、知的障害、虫歯、長期間の栄養支援、早産、神経
障害、精神症状の変化）

【原因】 下記の症状・兆候が要因となることがある

過剰、鉄の吸収障害を伴なったマンガンの摂取量の過
剰、リフィーディング症候群
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1.徐脈や血圧の低下等がある場合は、
医療的介入と同時に強制栄養法を行う
2.心療内科、精神科の医師・看護師と
連携して、医療的ケアを併用しながら
適切な食事量や体重に関する知識を教
育する。

1.現状について、朝、昼、夕、間食で
何を（具体的に）、どの位、何を食べ
ているのかを把握し、現在の 1 日の摂
取量をおおよそ推算する。
2.経口摂取量の不足を招いている要因
を把握する
3.限られた食物摂取を是正するための
方法について検討する 食品、献立、
食事形状や食事量の調整、嚥下摂食訓
練 適切な摂取量を確保するための環
境調整 適切な身長・体重や食べ方に
関する知識の供与など
4.乳幼児：1－2 週間に一回の体重・
身長・頭囲・胸囲の測定と摂取量の評
価、成人：定期的な体重測定による摂
取量の評価及び臨床兆候の確認
5.4.本人が好きな食品、献立、調理法
についても把握し、配慮する

（ 111 ）
－ 253 －

〇

不適切な食
物 選 択 (NB1.7)

NB-1.7

食事摂取基準な
どで提示されて
いる推奨栄養量
に即した食事摂
取ができない

手の制限）

【症状・兆候】血清脂質の上昇、ビタミンやミネラル
の不足もしくは過剰と判断される症状・兆候、食事に
関する記録 ガイドラインなどに対する理解力の不足
ガイドラインに即した食物選択能力の不足 精神疾患

【原因】栄養情報に触れる機会がないもしくはそれら
の情報を理解する能力が不足している、それらの情報
を活用するような文化的習慣がない
重度の疲労感や治療・手術・放射線治療などによる副
作用がある。
推奨される食物の入手が難しい、もしくはアレルギー
が食物不耐があるために食物選択に限りがある
うつや摂食障害などがある

筋肉や脂肪の顕著な減少、体や顔にうぶ毛が増える、
毛髪が細く切れやすい、手や足がチアノーゼの状態に
なる、肌の乾燥、歯のエナメル質の損傷。耳下腺肥
大、末梢部の浮腫、骨格筋の減少、低体温、集中力の
低下、手の甲の吐きだこ（Russel's sign）、徐脈
（60 回/分以下）、血圧の低下、 嘔吐 下痢 便秘
鼓張、易疲労、脱水、空腹感の否認
食物や飲料水の拒否、食事提供があるイベントへの出
席拒否、食にかかわる体験に対する拒否、食物や体重
への異常な執着、絶食、大量の食物の短時間に摂取す
る、空腹感がなくても大量の食物を摂取する、大量に
食物をとるきまり悪さから一人で食事をする等過食を
調整できない、過度な運動、栄養にかかわる言葉や食
品成分に対する過度な信頼、下剤、利尿剤、代謝改善
薬
既往歴：神経性食思不振症 過食症、無月経、気分障
害 うつ病、不安障害、貧血、白血球の減少、徐脈
原因のない摂食障害
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1.必要度に応じた栄養食事ガイドライ
ンの情報提示や理解力に合わせた教
育、もしくは具体的な数字や量を説
明・実演等行う
2.栄養素のインバランスや過不足が推
定される場合には、補助食品やサプリ
メント、状況に応じて医薬品などの使
用によってインバランス・アンバラン
スを是正する。
3．多職種協働での経過観察

（ 112 ）
－ 254 －

〇

〇

〇

安全でない
食物摂取

セルフケア
の管理がで
きない

NB3.1

NB2.3

毒物や有害物
質、感染原因物
質、依存症、ア
レルギー、生物
兵器などに汚染
された食物・飲
料などを意図
的・無意識に摂
取する

健康的な食事や
栄養に関連した
行動についてそ
の方法や意思が
ない

【症状・兆候】感染源となる細菌の陽性便、血液や食
品に細菌や毒素が検出される。
脱水を示す兆候がある（粘膜の乾燥など）下痢、痙
攣、腫脹、発熱、嘔気、嘔吐、視野 冷え、めまい、
頭痛など
水銀含有の魚（妊婦 授乳婦）、食品ではないもの、
生卵、殺菌していない牛乳、チーズ、生肉（乳児、幼
児、免疫不全のある患者、妊婦、授乳婦） キノコや

【原因】危険な食品に対する知識不足 安全な食品や
保管に対する知識不足 汚染された水や食物への暴露
（集団感染 アウトブレイク）、精神的疾患、精神的
混乱、認識変化、食物の保管・保存のための器具や設
備の不足や使用制限、安全な食物の不足や入手の制限

【症状・兆候】データやセルフケアに必要なツールが
使いこなせない セルモニタリングに対する困惑や怒
りがある セルフモニタリングの記録の精度が低い
自己管理に関連した疾患がある（糖尿病 肥満 心疾
患 腎疾患 肝疾患）診断や治療に関連した状態（認
知障害 感情障害）

【原因】セルフケアにかかわる知識不足、改善のため
の社会的支援の不足 自己管理できる年齢に達してい
ない 行動変容に対する価値観の不足 時間、経済的
などの資源の不足 セルフケアに関する文化的習慣が
ない 脳神経、感覚障害、認知機能障害、学習障害な
どの認知能力の障害、食事やライフスタイルの変化に
対し準備ができていない 情報収集や学習することに
抵抗感がある セルフケアに必要な器具や指針の入手
が困難

の既往
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１．予防できる食物汚染等について
は、情報の収集とともに防除に対する
対策を検討しておく。
２．感染源や症状兆候を出現させる可
能性がある細菌等の微生物や成分につ
いて、除外・除去できる方法の周知や
それらの微生物に関する情報を提示教
育する。
３．食品ラベルなどの成分表示や加工
にかかわる法律や基準の整備に向けて
活動する

1．栄養や健康に対する情報の提示、
教育を行う
2．栄養・健康維持向上に関係するセ
ルフケアの具体的な方法について多職
種協働で教育を実施する

（ 113 ）
－ 255 －

〇

〇

食
事
摂
取
に
か
か
わ
る
器
質
・
機
能
障
害

嚥下困難

噛み砕き・
咀嚼障害

NC-1.１

NC-1.2

食物や水分など
が口腔内から胃
に移動すること
が困難もしくは
障害されてい
る。

嚥下前の食物の
かみ砕きおよび
咀嚼する能力に
異常がある

【原因】 器質的要因（炎症、手術、狭窄、口腔・咽
頭・食道などの腫瘍 人工呼吸の直後） 機能的要因
（神経・筋疾患等 脳性麻痺、脳卒中、多発性硬化
症・強皮症）、早産児、哺乳や飲み込みや呼吸パター
ンの異常【症状・兆候】 Ｘ線検査による嚥下異常、
粘膜乾燥、ツルゴールの低下などの脱水症状・脳神経

【症状・兆候】 歯の欠損 脳神経(Ⅴ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ、
Ⅻ)の機能変化 口腔内乾燥症 食べる能力を妨げる口
腔内病変 舌運動の障害 義歯不適合や義歯の破損
食物摂取量の減少 通常とは異なる食物の摂取 摂取
量の減少や食物回避・食塊形成の障害（ナッツ、固ま
り肉、魚、野菜等）年齢に合ったテクスチャーの食物
回避、口からの食べこぼしや食事に時間がかかる、診
断や治療に関連した症状（アルコール依存症 アルツ
ハイマー病 頭頸部あるいは咽頭の癌 脳性麻痺 口
唇裂(三つ口)/口蓋裂） 口腔軟部組織疾患(ガンジダ
症、口腔白板症) 即応能力の遅れ、全身性疾患の口腔
内症状(リウマチ性関節炎、全身性紅斑性狼瘡 クロー
ン病 尋常性天疱瘡 HIV 糖尿病)、口腔の大手術
後、ワイヤーによる顎固定、化学療法の副作用 口腔
への放射線治療

【原因】 蓋顔面奇形、口腔手術、神経筋機能障害、
歯の欠損、軟部組織疾患(原発性あるいは全身性疾患に
よる口腔内症状) 口腔内乾燥

木の実、野草など 安全に保管や調理されていない食
品 食品ラベルがない食品 言語化された適切でない
な知識
診断や治療に関連する状況（細菌、ウイルス性感染症
寄生虫 精神疾患 認知症）薬剤や生物製剤などの中
毒 食中毒 循環器、神経系、呼吸器系の変化
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1.嚥下障害を招いている要因・リスク
を把握する 2..歯科医師・言語聴覚士
などと協働し、嚥下障害の改善または
代償法について検討する。食事形状の
調整、口腔ケア 嚥下摂食訓練 歯科
治療 食事形態に考慮した食物の購

1.かみ砕き・咀嚼不良を招いている要
因・リスクを把握する
2..歯科医師・言語聴覚士など多職種と
協働し、かみ砕き・咀嚼能力の改善ま
たは代償法について検討する。
食事形状の調整、口腔ケア 嚥下摂食
訓練 歯科治療 食事形態に考慮した
食物の購入・調理を含めた食事準備に
ついて知識の供与など
3.口腔機能・口腔内環境、摂取状況の
観察を行う。

（ 114 ）
－ 256 －

〇

消化機能異
常

NC-1.４

消化・吸収・排
泄などの異常が
ある
【兆候・症状】 消化酵素、便中脂肪検査の異常 呼
気水素試験値や D-キシロース検査,便培養の異常、胃
内容排出時間・小腸通過時間の異常、内視鏡・大腸内
視鏡検査結果や生検結果 ｐH や括約筋・活動性・形
態・反射神経検査結果、貧血像、 ビタミン・ミネラ
ル・脂肪酸・微量元素・PTH(副甲状腺ホルモン値)の
異常 lgA や lgE などのトランスグルタミナーゼ抗体
の異常、
体重減少：１か月＞５%、６か月＞10% 発育阻害・
発育障害(小児) 骨密度の異常、腹部膨満 腸音の増
加(時には減少) 栄養障害による消耗 食欲不振，吐
き気、嘔吐、下痢、脂肪便，便秘，腹痛，逆流，ガ
ス、ビタミン・ミネラル欠乏の兆候[例:舌炎、口角
炎、口腔障害、皮膚発疹，脱毛] 消化器症状により特
別な食物・食品群の摂取、消化器症状があるために食
物摂取が十分にできない[例：食後に起こる鼓腸や痙
攣・胃痛・下痢・脂肪便症(脂肪分の多い糞便、浮遊し
た糞便、悪臭の糞便)など]、診断や治療に関連した症

【原因】 胃腸組織の構造・機能異常 胃腸の運動性
の異常 消化管に関連した外分泌器官の機能障害[例:
膵臓・肝臓] 消化管の機能的長さの減少

と表情筋肉(脳神経Ⅻ)の異常・咽頭反射・嚥下(脳神経
Ⅹ)と舌の動く範囲(脳神経Ⅻ)の異常・咳反射・よだ
れ・顔面筋力の低下・乾物・湿物の嚥下力の低下、
咳・息切れ・長い咀嚼・口腔内の食物貯留・逆流・食
事中の表情変化・よだれ・上気道の湿った雑音・食物
がつかえた感じ・飲み込む際に痛み、 長い食事時
間、食物の摂取量の減少、食物の回避、食事を嫌が
る、嚥下障害や無弛緩症などの診断や資料に関連した
症状（繰り返す上気道感染症と肺炎）
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1.消化機能異常を招いている要因を把
握する
2.外科的処置・既存情報や利用者の訴
え、食事や生活にどのように対応して
いるのか把握する。
3.エネルギーや主として不足となって
いる栄養素を把握する
4.必要量を充足するための方法につい
て検討する
食事形状・量・回数の調整、 食事入
手のための環境調整 消化器症状に配
慮した食事・栄養関連の知識の供与な
ど
５服薬調整と疾患管理

入・調理を含めた食事準備について知
識の供与など 3.口腔機能・口腔内環
境、摂取状況や呼吸状態の観察を行
う。

（ 115 ）
－ 257 －

〇

そ
の
他

食物や薬剤
の相互作用

栄養素代謝
異常

NC-2.3

NC-2.1

薬剤・栄養補助
食品（サプリメ
ントも含む）な
どの服用におい

栄養素と生物活
性物質の代謝に
異常がある

【症状・兆候】薬剤の効果を評価するような生化学検
査結果（例：ワルファリンと血液凝固能）、体重

【原因】薬剤と食物の同時もしくは並行摂取

【症状・兆候】 たんぱく質、脂肪酸、炭水化物の代
謝プロファイルの検査結果、肝機能検査結果、貧血検
査、脳下垂体ホルモンの異常（成長ホルモン
（GH）、副腎皮質刺激ホルモン（ACTH）、黄体形
成ホルモン（LH）、卵胞刺激ホルモン（FSH））、
ビタミン・ミネラル欠乏 低血糖，高血糖 骨ミネラ
ル濃度測定値，ＰＴＨ(副甲状腺ホルモン)値の異常
尿中ポリフィリン陽性、体重減少：１か月＞５%、６
か月＞10% 発育阻害・発育障害(小児) 骨密度異常
ビタミン・ミネラル欠乏の兆候[例:舌炎、口角症、口
腔障害] 痩せ 身体症状があるために制限している食
物がある 服薬 診断や治療の関連した症状[例:嚢胞
性線維症，セリアック病(小児脂肪便症、クローン病，
感染症，放射線治療，先天性代謝異常，アルコール・
薬物中毒，内分泌腺疾患，下垂体障害，腎不全，肝不
全]

【原因】 消化器に関連した内分泌線の機能障害[例:
膵臓・肝臓・下垂体・副甲状腺] 先天性を含んだ代謝
異常 栄養素の代謝に作用する薬剤の投与 アルコー
ル依存や薬物依存

状[例:吸収不良，消化不良，脂肪便，閉塞，便秘，憩
室炎、クローン病，炎症性腸炎，嚢胞性線維症，セリ
アック病(小児脂肪便症)，がん，過敏性腸症候群，感
染症，ダンピング症候群] 外科的処置[例:食道切除
術・拡張術，噴門形成術，胃切除術，迷走神経切断
術，胃バイパス，腸切除]
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薬剤に対する知識が必要となるため、
薬剤師・医師との連携が必須となる。
1．薬剤の調整を検討する（薬剤の変
更、量や服用時間などの調整）

1.栄養素代謝異常を招いている要因を
把握する
2.受診状況や利用者が食事や生活にど
のように対応しているのか把握する。
3.エネルギーや主として回避・制限ま
たは充足する必要がある栄養素を把握
する
4.特定の栄養素について回避・制限ま
たは充足する方法について検討する
提供栄養量の調整、 食事入手のため
の環境調整 回避・制限または充足す
る必要がある栄養素についての知識の
供与など
5 服薬調整と疾患管理

（ 116 ）
－ 258 －

〇

〇

〇

〇

食物入手の
制約

食物・栄養
に関連した
知識不足

NB-3.2

NB-1.1

健康的な食物を
必要量摂取する
ための能力の低
下

食物や栄養に関
する誤った知識
や情報の不足が
あり、栄養状態
に影響を与えて
いる。

て、薬剤の作用
の減弱や増強な
どの効果に対す
る食物による影
響や薬剤摂取に
よるの栄養状態
に影響を与える
ような作用があ
る。

【症状・兆候】エネルギーやたんぱく質などやビタミ
ン・ミネラルの過不足を示すような生化学的所見、脱
水（粘膜の乾燥 ッルゴールの低下）
成長曲線などの発育曲線から評価された成長不良 低

【原因】自分の意志とは関係なく食物や水の供給がさ
れない（虐待や放棄）、買い物や食物入手のための交
通手段などの環境整備不足、十分な量や種類の食物を
整えるような文化的・経済的資源がないもしくは知識
がない、食事を準備する能力にかけている 地域や学
校などが供給する食物などの入手や食物提供プログラ
ムに参加ができない、学校が健康や栄養に関するプロ
グラムがない 年齢や体重等が理由となって買い物に
ゆくことができない 食物汚染

【症状・兆候】栄養に関する知識不足を思わせる行動
や発言、適切な栄養や食物摂取にかかわる行動ができ
ない、栄養や食品に関する情報入手に対する拒否や抵
抗、無関心を思わせる行動や発言

【原因】食物や栄養に対する誤った信念や行動、栄養
情報の不足 栄養情報の理解不足や理解能力の低下・
欠落 栄養に関する情報収集に無関心・抵抗

（例：ステロイド）食欲や味覚の変化（抗うつ剤、鉄
剤、ステロイド等）その他（魚油と出血傾向、鉄剤と
便秘、利尿薬と脱水）等
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１．食物や水分の入所を妨げている要
因について詳細に検討し、改善できる
方法を具体的に提示する。
２．過不足がある栄養素については、
補助食品やサプリメントの使用を多職
種で検討するとともに、適切な食品・
水分に入手についても具体的にかつ継
続できる仕組み作りを考える
３．低体重、過体重については適正体
重になるようなエネルギー・たんぱく
質の摂取計画を立案実施する。ただ
し、適正体重の設定は体組成や身体活
動なども十分に考慮して設定し、単純
にガイドラインに即した設定をするの

1．理解力に合わせた情報の提示
2．情報の選定を行い優先順位をつけ
て提示する
3．行動に向けてその方法を具体的に
示す
4．栄養状態と改善すべき食行動等の
関連について理解に合わせた説明を実
施し、継続する。

2．薬剤との相互作用が考えられる食
品や栄養素を献立等から除くと共に、
除くことによる栄養素の過不足の評価
を行い、必要に応じて補完する方法を
検討する。

（ 117 ）
－ 259 －

ではなく、生活習慣病の発症や感染症
の発症予防などの評価指標も念頭に入
れて設定することが必要である。

for Educational use Academy of
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推定必要エネルギー量：基礎代謝基準値や基礎代謝量の算定式等を用いて推定された一日あたりに必要なエネルギー量
消費エネルギー量：間接熱量計等を用いて実測されてた消費エネルギー量＝真の必要エネルギー量

参考：Abridged Nutrition Care Process Terminology（NCPT）Reference manual 2017Edition
Nutrition and Dietetics

◎：よく見られる
〇：みられる
△：みられる場合がある

体重（BMI18.5 以下）、体重減少：成人では 10％
/6 ヶ月もしくは 5％/1 ヶ月以上の体重減少 小児で
は意図しない体重減少がある 過体重や肥満症：成人
は BMI25 以上、小児では BMI95 パーセンタイル以
上
ビタミン・ミネラルの欠乏を占めす身体所見 飢餓、
口渇
養育者など食事や栄養に対する間違った信念や行動
食事制限や運動によって加齢速度が遅くなるといった
信念主張 食物や水分の不適切な摂取や制限 食物の
種類の制限 食物や水分の入手にたいする社会的・経
済的また技術的な制限 食物や水の入手に対する知識
や情報の制限 食物汚染 飢餓
低栄養 ビタミン・ミネラル欠乏症 疾病や身体的障
害 病態（精神疾患や認知症）支援体制の不足

資料⑥

嚥下調整食学会分類 2021（食事）早見表

『日摂食嚥下リハ会誌 25（2）：135–149, 2021』 または 日本摂食嚥下リハ学会 HP
ホームページ：
https://www.jsdr.or.jp/wp-content/uploads/file/doc/classification2021manual.pdf 『嚥下調整食学会分類 2021』 を必ずご参照ください。

（ 118 ）
－ 260 －
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資料⑦

嚥下調整食学会分類 2021（とろみ）早見表

（日本摂食嚥下リハビリテーション学会嚥下調整食委員会

栢下淳他

日摂食嚥下リハ会誌

25（2）：

135–149, 2021）

『日摂食嚥下リハ会誌 25（2）：135–149, 2021』 または 日本摂食嚥下リハ学会 HP
ホームページ：
https://www.jsdr.or.jp/wp-content/uploads/file/doc/classification2021manual.pdf 『嚥下調整食学会分類 2021』 を必ずご参照ください。

（ 119 ）
－ 261 －
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資料⑧

発達期嚥下障害児（者）のための調整食分類 2018

日本摂食嚥下リハビリテーション学会医療検討委員会医療検討委員会

浅野一恵他、

日摂食嚥下リハ会誌

22

（1）
：59–73, 2018

（ 120 ）
－ 262 －
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資料⑨

離乳食と発達期嚥下調整食

（日本摂食嚥下リハビリテーション学会医療検討委員会医療検討委員会

浅野一恵他、

日摂食嚥下リハ会誌

22

（1）
：59–73, 2018）

（ 121 ）
－ 263 －
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資料⑩

成長曲線（ダウン症）

（ 122 ）
－ 264 －
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（ 123 ）
－ 265 －
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（ 124 ）
－ 266 －
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（ 125 ）
－ 267 －
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（ 126 ）
－ 268 －
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（ 127 ）
－ 269 －
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（ 128 ）
－ 270 －
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（ 129 ）
－ 271 －
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資料⑪

成長曲線（プラダ―ウィリー症候群）

（ 130 ）
－ 272 －
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資料⑫

成長曲線（ターナー症候群）

（ 131 ）
－ 273 －
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資料⑬

ヒトの臓器・組織別安静時基礎代謝量

資料⑭

体重に占める臓器の割合（男性）

（ 132 ）
－ 274 －
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（ 133 ）
－ 275 －
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（ 135 ）
－ 277 －
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㣴≧ែࡢ⥔ᣢࡸ㣗⏕άࡢ㉁ࡢྥୖࢆᅗࡿࡇࡀྍḞ࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡲ࡛ࠊಶู
ࡢ㞀ᐖ⪅➼ࡢᗣ࣭ᰤ㣴≧ែ╔┠ࡋࡓᰤ㣴ࢣ࣭࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢᐇࢆᰤ㣴
࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺຍ⟬ࡋ࡚ホ౯ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊཱྀ⭍ࡢᗣࡣࠊᗣ࡛㉁ࡢ㧗࠸⏕άࢆႠࡴୖ࡛ᇶ♏ⓗࡘ㔜せ࡞ᙺ
ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿࡶࠊ᪥ᖖ⏕ά࠾ࡅࡿṑ⛉ᝈࡢண㜵ྥࡅࡓྲྀ⤌ࡀཱྀ
⭍ࡢᗣࡢಖᣢᴟࡵ࡚᭷ຠ࡛࠶ࡿࠋ㣗ࡿ႐ࡧࡸヰࡍᴦࡋࡳ➼ࡢ⏕άࡢ㉁ࡢ
ྥୖࢆᅗࡿࡓࡵࡣࠊᰤ㣴⟶⌮ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊཱྀ⭍ᶵ⬟ࡢ⥔ᣢࠊྥୖࡀ㔜せ࡛࠶
ࡿࡇ➼ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊཱྀ⭍⾨⏕⟶⌮ࡢྲྀ⤌ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࠊ⯡ࠊཱྀ⭍⾨⏕⟶
⌮యไຍ⟬ཬࡧཱྀ⭍⾨⏕⟶⌮ຍ⟬ࡋ࡚ホ౯ࡍࡿࡇࡋࡓࠋ
ᰤ㣴⟶⌮ཱྀ⭍⟶⌮ࡢ㐃ᦠࡼࡾࠊ㐺ษ࡞㣗ᙧែ࣭ᦤྲྀ᪉ἲᥦ౪ࠊ㣗ᦤ
ྲྀ㔞ࡢ⥔ᣢ࣭ᨵၿࠊ⤒ཱྀᦤྲྀࡢ⥔ᣢ➼ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࡇࡽࠊྛྲྀ⤌ಀࡿ
ົฎ⌮ᡭ㡰ཬࡧᵝᘧࢆୗグࡢ࠾ࡾ࠾♧ࡋࡍࡿࡢ࡛ᚚ▱࠸ࡓࡔࡃࡶࠊ
㒔㐨ᗓ┴ࠊᣦᐃ㒔ᕷཬࡧ୰᰾ᕷ࠾ࢀ࡚ࡣࠊ⟶ෆ㛵ಀᅋయࠊ㛵ಀᶵ㛵ࡑࡢ
࿘▱ࢆᅗࡽࢀࡓ࠸ࠋ
࡞࠾ࠊࠕᰤ㣴࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺຍ⟬ཬࡧ⤒ཱྀ⛣⾜ຍ⟬➼㛵ࡍࡿົฎ⌮ᡭ㡰
ཬࡧᵝᘧࡢᥦ♧ࡘ࠸࡚ࠖ㸦ᖹᡂ  ᖺ㸱᭶  ᪥㞀㞀Ⓨ➨  ྕᙜ⫋㏻
▱㸧ࡣᗫṆࡍࡿࠋ


グ


㸯 ᰤ㣴ࢣ࣭࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢᐇົ➼ࡘ࠸࡚
㸦㸯㸧ᰤ㣴ࢣ࣭࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢయไ
 ᰤ㣴ࢣ࣭࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡣࠊ࣊ࣝࢫࢣࢧ࣮ࣅࢫࡢ୍⎔ࡋ࡚ࠊಶࠎ
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ே᭱㐺࡞ᰤ㣴ࢣࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢᐇົ㐙⾜ୖࡢᶵ⬟ࡸ᪉ἲᡭ㡰ࢆຠ⋡ⓗ
⾜࠺ࡓࡵࡢయไࢆ࠸࠺ࠋ
 タ㛗ཪࡣ⟶⌮⪅㸦௨ୗࠕタ㛗➼ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࡣࠊ་ᖌࠊ⟶⌮ᰤ㣴ኈࠊ
ࢧ࣮ࣅࢫ⟶⌮㈐௵⪅ࠊ┳ㆤ⫋ဨཬࡧ⏕άᨭဨࡑࡢࡢ⫋✀ࡀඹྠࡋ࡚
ᰤ㣴ࢣ࣭࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࢆ⾜࠺యไࢆᩚഛࡍࡿࠋࡲࡓࠊධᡤ⪅ཪࡣධᡤ
ඣ㸦௨ୗࠕධᡤ⪅➼ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࡢཱྀ⭍ࢣࠊᦤ㣗࣭ᄟୗ➼ၥ㢟ࡀ࠶ࡿ
ሙྜࡣࠊṑ⛉་ᖌ➼ࡢ㐃ᦠࡀࢀࡿࡼ࠺యไࢆᩚഛࡍࡿࠋ
࢘ タ㛗➼ࡣࠊ⟶⌮ᰤ㣴ኈඹྠࡋ࡚ࠊྛタ࠾ࡅࡿᰤ㣴ࢣ࣭࣐ࢿ
ࢪ࣓ࣥࢺ㛵ࡍࡿᡭ㡰㸦ᰤ㣴ࢫࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢ㸦పᰤ㣴ཪࡣ㐣ᰤ㣴≧ែࡢ
ࣜࢫࢡࢆᢕᥱࡍࡿࡇࢆ࠸࠺ࠋ௨ୗྠࡌࠋ㸧ࠊᰤ㣴ࢭࢫ࣓ࣥࢺ㸦ゎỴࡍ
ࡁㄢ㢟ࢆᢕᥱࡍࡿࡇࢆ࠸࠺ࠋ௨ୗྠࡌࠋ㸧ࠊᰤ㣴ࢣィ⏬ࠊࣔࢽࢱࣜ
ࣥࢢࠊホ౯➼ࡢᡭ㡰㸧ࢆ࠶ࡽࡌࡵᐃࡵࡿࠋࡇࡢᡭ㡰ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㛵ಀ
⪅࡛ඹ᭷ࡍࡿࠋ
࢚ ⟶⌮ᰤ㣴ኈࡣࠊධᡤ⪅➼㐺ษ࡞ᰤ㣴ࢣࢆຠ⋡ⓗᥦ౪࡛ࡁࡿࡼ࠺
㛵㐃⫋✀ࡢ㐃⤡ㄪᩚࢆ⾜࠺ࠋ
࢜ ┳ㆤ⫋ဨཬࡧ⏕άᨭဨࡣࠊධᡤ⪅➼ࡢ㌟≧ែࠊ᪥ᖖⓗ࡞⏕ά≧ἣ
㸦㣗≧ἣࠊ㌟యάືࠊ㣗⾜ື㸧ࡘ࠸࡚ࠊ⟶⌮ᰤ㣴ኈሗᥦ౪ࢆ⾜
࠺ࠋ
࢝ タ㛗➼ࡣࠊ⟶⌮ᰤ㣴ኈඹྠࡋ࡚ࠊᰤ㣴ࢣ࣭࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺయไ
㛵ࡍࡿᡂᯝࢆྵࡵ࡚ホ౯ࡋࠊᨵၿࡍࡁㄢ㢟ࢆタᐃࡋࠊ⥅⥆ⓗ࡞ရ㉁ᨵ
ၿດࡵࡿࠋ
㸦㸰㸧ᰤ㣴ࢣ࣭࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢᐇົ
 ࢧ࣮ࣅࢫ㛤ጞ࠾ࡅࡿሗ㞟
⟶⌮ᰤ㣴ኈࡣࠊ㛵㐃⫋✀㐃ᦠࡋ࡚ࠊࢧ࣮ࣅࢫ㛤ጞࡲ࡛㐺ษ࡞ᰤ
㣴ࢣ࣭࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࢆᐇࡍࡿࡓࡵࡢሗࢆ㞟ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
ሗࡢ㞟ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊධᡤ⪅➼ࠊᐙ᪘➼ࡼࡾᕼᮃࢆ⫈ྲྀࡍࡿࠊᚲ
せᛂࡌ࡚ࡢ་ᖌࡽሗᥦ౪ࢆཷࡅྲྀࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ
 ᰤ㣴ࢫࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢࡢᐇ
⟶⌮ᰤ㣴ኈࡣࠊ㛵㐃⫋✀ඹྠࡋ࡚ࠊู⣬㸯ࡢᵝᘧࢆཧ⪃ࠊධᡤ
⪅➼ࡢධᡤᚋ㸯㐌㛫௨ෆᰤ㣴ࢫࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢࢆᐇࡍࡿࠋ
࢘ ᰤ㣴ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡢᐇ
⟶⌮ᰤ㣴ኈࡣࠊᰤ㣴ࢫࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢࢆ㋃ࡲ࠼ࠊู⣬㸯ࡢᵝᘧࢆཧ⪃
ࠊධᡤ⪅➼ẖᰤ㣴ࢭࢫ࣓ࣥࢺࢆᐇࡍࡿࠋ
ࡑࡢ㝿ࠊ⒪㣴㣗ࡢᣦ♧ࡢ᭷↓ࡘ࠸࡚ࡣࠊ་ᖌࡽࠊ㏻㝔≧ἣ㸦⒪
⤒㐣ࠊ᭹⸆➼㸧ཬࡧ㌟య≧ἣ㸦⮫ᗋࢹ࣮ࢱࠊୗ⑩࣭౽⛎ࠊᾋ⭘ࠊ〟⒔ࠊ
ṑࡢ≧ែࠊⓎ⇕➼㸧ࡘ࠸࡚ࡣࠊ┳ㆤ⫋ဨࡽሗࢆ㞟ࡋࠊグධࡍࡿࠋ
᪥ᖖ⏕άᶵ⬟㸦㌟ᨭᗘࠊṌ⾜➼㸧ࡸ᪥ᖖⓗ࡞㣗ᦤྲྀࠊ㣗⾜ືࡢ≧ἣ
㸦ᄮࠊᄟୗࠊ㐣㣗ࠊ᪩㣗࠸➼㸧ཬࡧ⏕ά≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊ⏕άᨭဨ
ࡽሗࢆ㞟ࡋࠊグධࡍࡿࠋ
࢚ ᰤ㣴ࢣィ⏬ࡢసᡂ
ձ ⟶⌮ᰤ㣴ኈࡣࠊୖグࡢᰤ㣴ࢭࢫ࣓ࣥࢺᇶ࡙࠸࡚ࠊධᡤ⪅➼ࡢϸ㸧
ᰤ㣴⿵⤥㸦⿵⤥᪉ἲࠊ࢚ࢿࣝࢠ࣮࣭ࡓࢇࡥࡃ㉁㔞ࠊ⒪㣴㣗ࡢ㐺⏝ࠊ㣗
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ࡢᙧែ➼㣗ࡢᥦ౪㛵ࡍࡿ㡯➼㸧ࠊϹ㸧ᰤ㣴㣗┦ㄯࠊϺ㸧ㄢ
㢟ゎỴࡢࡓࡵࡢ㛵㐃⫋✀ࡢศᢸ➼ࡘ࠸࡚ࠊ㛵㐃⫋✀ඹྠࡋ࡚ࠊู
⣬㸰ࡢᵝᘧࢆཧ⪃ࠊᰤ㣴ࢣィ⏬ཎࢆసᡂࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊಶูᨭ
ィ⏬ࡢ୰ࠊᰤ㣴ࢣィ⏬┦ᙜࡍࡿෆᐜࢆグ㍕ࡍࡿሙྜࡣࠊࡑࡢ
グ㍕ࢆࡶࡗ࡚ᰤ㣴ࢣィ⏬ࡢసᡂ௦࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
ղ ⟶⌮ᰤ㣴ኈࡣࠊࢧ࣮ࣅࢫᢸᙜ⪅㆟㸦ධᡤ⪅➼ᑐࡍࡿಶูᨭࡢ
ᥦ౪ᙜࡓࡿᢸᙜ⪅ࡢ㆟㸧ฟᖍࡋࠊᰤ㣴ࢣィ⏬ཎࢆሗ࿌ࡋࠊ
㛵㐃⫋✀ࡢヰࡋྜ࠸ࡢࡶࠊᰤ㣴ࢣィ⏬ࢆᡂࡉࡏࡿࠋᰤ㣴ࢣ
ィ⏬ࡢෆᐜࡣࠊಶูᨭィ⏬ࡶ㐺ษᫎࡉࡏࡿࠋ
ճ ་ᖌࡣࠊᰤ㣴ࢣィ⏬ࡢᐇᙜࡓࡾࠊࡑࡢෆᐜ➼ࢆ☜ㄆࡍࡿࠋ
࢜ ධᡤ⪅➼ཪࡣᐙ᪘➼ࡢㄝ᫂ 
 ⟶⌮ᰤ㣴ኈࡣࠊࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪㝿ࡋ࡚ࠊᰤ㣴ࢣィ⏬ࢆධᡤ⪅➼ཪ
ࡣᐙ᪘➼ㄝ᫂ࡋࠊࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪㛵ࡍࡿྠពࢆᚓࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊᰤ㣴ࢣ
ィ⏬ࡢࡋࢆࡍࡿࡇࡍࡿࠋ
࢝ ᰤ㣴ࢣࡢᐇ
ձ ࢧ࣮ࣅࢫࢆᢸᙜࡍࡿ⟶⌮ᰤ㣴ኈཬࡧ㛵㐃⫋✀ࡣࠊ་ᖌࡢᣦᑟ➼ᇶ
࡙ࡁᰤ㣴ࢣィ⏬ᇶ࡙࠸ࡓࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪ࢆ⾜࠺ࠋ
ղ ⟶⌮ᰤ㣴ኈࡣࠊ㣗ࡢᥦ౪ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ⤥㣗ᴗົࡢᐇ㝿ࡢ㈐௵⪅
ࡋ࡚ࡢᙺࢆᢸ࠺⪅㸦⟶⌮ᰤ㣴ኈࠊᰤ㣴ኈࠊㄪ⌮ᖌ➼㸧ᑐࡋ࡚ࠊ
ᰤ㣴ࢣィ⏬ᇶ࡙࠸࡚ಶูᑐᛂࡋࡓ㣗ࡢᥦ౪ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ㄝ᫂
ཬࡧᣦᑟࡍࡿࠋ
࡞࠾ࠊ⤥㣗ᴗົࢆጤクࡋ࡚࠸ࡿሙྜ࠾࠸࡚ࡣࠊጤクᴗ⪅ࡢ⟶⌮ᰤ
㣴ኈ➼ࡢ㐃ᦠࢆᅗࡿࠋ
ճ ⟶⌮ᰤ㣴ኈࡣࠊᰤ㣴ࢣィ⏬ᇶ࡙࠸࡚ࠊᰤ㣴㣗┦ㄯࢆᐇࡍࡿࠋ
մ ⟶⌮ᰤ㣴ኈࡣࠊ㛵㐃⫋✀ඹྠࡋ࡚㣗ᦤྲྀ≧ἣࡸ㣗㛵ࡍࡿ
ࣥࢩࢹࣥࢺ࣭ࢡࢩࢹࣥࢺࡢ➼ࡢᢕᥱࢆ⾜࠺ࠋ
յ ⟶⌮ᰤ㣴ኈࡣࠊᰤ㣴ࢣᥦ౪ࡢ࡞⤒㐣ࢆグ㘓ࡍࡿࠋグ㘓ࡢෆᐜࡣࠊ
ᰤ㣴⿵⤥㸦㣗ࡢᦤྲྀ㔞➼㸧ࡢ≧ἣࡸෆᐜࡢኚ᭦ࠊᰤ㣴㣗┦ㄯࡢᐇ
ෆᐜࠊㄢ㢟ゎỴྥࡅࡓ㛵㐃⫋✀ࡢࢣࡢ≧ἣ➼ࡍࡿࠋ
࡞࠾ࠊಶูᨭィ⏬ࡢࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪ࡢグ㘓࠾࠸࡚⟶⌮ᰤ㣴ኈࡀ
ᰤ㣴ࢣᥦ౪ࡢ⤒㐣ࢆグ㘓ࡍࡿሙྜ࠶ࡗ࡚ࡣࠊᙜヱグ㘓ࡣูᰤ
㣴࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺຍ⟬ࡢ⟬ᐃࡢࡓࡵᰤ㣴ࢣᥦ౪ࡢ⤒㐣ࢆグ㘓ࡍࡿᚲ
せࡣ࡞࠸ࡶࡢࡍࡿࠋ
࢟ ᐇୖࡢၥ㢟Ⅼࡢᢕᥱ
ࢧ࣮ࣅࢫࢆᢸᙜࡍࡿ⟶⌮ᰤ㣴ኈཬࡧ㛵㐃⫋✀ࡣࠊᰤ㣴ࢣィ⏬ࡢኚ᭦
ࡀᚲせ࡞ࡿ≧ἣࢆ㐺ᐅᢕᥱࡍࡿࠋᰤ㣴ࢣィ⏬ࡢኚ᭦ࡀᚲせ࡞ࡿ≧
ἣࡀ☜ㄆࡉࢀࡓሙྜࡣࠊᑐᛂࡍࡿ㛵㐃ࡢ⫋✀ሗ࿌ࡍࡿࡶ⟶⌮
ᰤ㣴ኈࡣィ⏬ࡢኚ᭦ࢆ⾜࠺ࠋ
ࢡ ࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡢᐇ
ձ ࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡣࠊᰤ㣴ࢣィ⏬ᇶ࡙࠸࡚ࠊᰤ㣴≧ែࡢపࣜࢫࢡ⪅
ࡢሙྜࡣ㸱᭶ẖࠊᰤ㣴≧ែࡢ㧗ࣜࢫࢡ⪅ཬࡧᰤ㣴⿵⤥ἲࡢ⛣⾜ࡢᚲ
せᛶࡀ࠶ࡿ⪅ࡢሙྜࡣ㸰㐌㛫ẖࢆᇶᮏ㐺ᐅ⾜࠺ࠋࡓࡔࡋࠊᰤ㣴≧ែ
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ࡢపࣜࢫࢡ⪅ࡶྵࡵࠊయ㔜ࡣ㸯᭶ẖ ᐃࡍࡿࡇࢆᇶᮏ㐺ᐅ⾜
࠺ࠋ
ղ ࢧ࣮ࣅࢫࢆᢸᙜࡍࡿ⟶⌮ᰤ㣴ኈཬࡧ㛵㐃⫋✀ࡣࠊ㛗ᮇ┠ᶆࡢ㐩ᡂᗘࠊ
య㔜➼ࡢᰤ㣴≧ែࡢᨵၿ≧ἣࠊᰤ㣴⿵⤥㔞➼ࢆࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡋࠊ⥲ྜ
ⓗ࡞ホ౯ุᐃࢆ⾜࠺ࡶࠊࢧ࣮ࣅࢫࡢ㉁ࡢᨵၿ㡯ࢆྵࡵࡓࠊᰤ
㣴ࢣィ⏬ࡢኚ᭦ࡢᚲせᛶࢆุ᩿ࡍࡿࠋࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡢグ㘓ࡣࠊู⣬
㸯ࡢᵝᘧࢆཧ⪃సᡂࡍࡿࠋ
ࢣ ᰤ㣴ࢫࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢࡢᐇ
⟶⌮ᰤ㣴ኈࡣࠊ㛵㐃⫋✀㐃ᦠࡋ࡚ࠊᰤ㣴≧ែࡢࣜࢫࢡࢃࡽࡎࠊ
ᰤ㣴ࢫࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢࢆ㸱᭶ẖᐇࡍࡿࠋ
ࢥ ᰤ㣴ࢣィ⏬ࡢኚ᭦ཬࡧ㏥ᡤࡢㄝ᫂➼
ᰤ㣴ࢣィ⏬ࡢኚ᭦ࡀᚲせ࡞ሙྜࡣࠊ⟶⌮ᰤ㣴ኈࡣࠊࢧ࣮ࣅࢫ⟶⌮
㈐௵⪅ࠊᰤ㣴ࢣィ⏬ࡢኚ᭦ࢆᥦࡋࠊࢧ࣮ࣅࢫᢸᙜ⪅㆟➼࠾࠸
࡚ィ⏬ࡢኚ᭦ࢆ⾜࠺ࠋィ⏬ࡢኚ᭦ࡘ࠸࡚ࡣࠊධᡤ⪅➼ཪࡣᐙ᪘➼ㄝ
᫂ࡋྠពࢆᚓࡿࠋ
ࡲࡓࠊධᡤ⪅➼ࡢ㏥ᡤࡣࠊ⥲ྜⓗ࡞ホ౯ࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆධᡤ
⪅➼ཪࡣᐙ᪘➼ㄝ᫂ࡍࡿࡶࠊᚲせᛂࡌ࡚┦ㄯᨭᑓ㛛ဨࡸ㛵
ಀᶵ㛵ࡢ㐃ᦠࢆᅗࡿࠋ

㸰 ⤒ཱྀ⛣⾜ຍ⟬ཬࡧ⤒ཱྀ⥔ᣢຍ⟬ࡘ࠸࡚
⤒ཱྀ⛣⾜ຍ⟬ಀࡿ⤒ཱྀ⛣⾜ィ⏬ཬࡧ⤒ཱྀ⥔ᣢຍ⟬ಀࡿ⤒ཱྀ⥔ᣢィ⏬
ࡘ࠸࡚ࡣࠊู⣬㸱ࡢᵝᘧࢆཧ⪃ࠊᰤ㣴ࢣィ⏬୍యࡢࡶࡢࡋ࡚సᡂ
ࡍࡿࠋ
ࡲࡓࠊಶูᨭィ⏬ࡢ୰ࠊ⤒ཱྀ⛣⾜ィ⏬ཪࡣ⤒ཱྀ⥔ᣢィ⏬┦ᙜࡍࡿෆ
ᐜࢆࡑࢀࡒࢀグ㍕ࡍࡿሙྜࡣࠊࡑࡢグ㍕ࢆࡶࡗ࡚⤒ཱྀ⛣⾜ィ⏬ཪࡣ⤒ཱྀ⥔ᣢ
ィ⏬ࡢసᡂ௦࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

㸱 ཱྀ⭍⾨⏕⟶⌮ࡢᐇົ➼ࡘ࠸࡚
ཱྀ⭍⾨⏕ࡢ⟶⌮యไࡣࠊᨭࡢ୍⎔ࡋ࡚ࠊṑ⛉་ᖌཪࡣṑ⛉་ᖌࡢᣦ♧
ࢆཷࡅࡓṑ⛉⾨⏕ኈ㸦௨ୗࠕṑ⛉་ᖌ➼ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ཬࡧ㛵㐃⫋✀ࡢඹྠ
ࡼࡾࠊཱྀ⭍⾨⏕ಀࡿㄢ㢟ᢕᥱ࣭ᨵၿࢆ⾜࠸ࠊධᡤ⪅㐺ࡋࡓཱྀ⭍Ύᤲ➼ࢆ
⥅⥆ⓗ⾜࠺ࡓࡵࡢయไࢆ࠸࠺ࠋ
ṑཱྀ࣭⭍ࡢᗣࡢಖᣢ࣭ቑ㐍ࢆᅗࡿࡇࡣࠊ㉁ࡢ㧗࠸⏕άࢆႠࡴୖ࡛㔜せ
࡛࠶ࡾࠊ㞀ᐖ⪅ᨭタ࠾ࡅࡿཱྀ⭍⾨⏕➼ࡢ⟶⌮ࡣࠊධᡤ⪅ࡢཱྀ⭍ࡢᗣ
≧ែᛂࡌࡓຠ⋡ⓗ࣭ຠᯝⓗ࡞ཱྀ⭍Ύᤲ➼ࡀ⾜ࢃࢀࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᦤ㣗࣭ᄟ
ୗᶵ⬟ࡢ⥔ᣢ࣭ྥୖࠊᰤ㣴≧ែࡢᨵၿ➼ࡶࡘ࡞ࡀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
㸦㸯㸧ཱྀ⭍⾨⏕⟶⌮యไィ⏬ࡢ❧
ṑ⛉་ᖌ➼ࡣࠊ㞀ᐖ⪅ᨭタ࠾ࡅࡿཱྀ⭍Ύᤲ➼ࡢᐇែࡢᢕᥱࠊタ
㛗ࡸ⏕άᨭဨ➼㸦௨ୗࠕᚑ⪅ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࡽࡢ┦ㄯ➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᙜ
ヱタࡢᐇᛂࡌࠊཱྀ⭍⾨⏕ࡢ⟶⌮ಀࡿᢏ⾡ⓗຓゝ࣭ᣦᑟࢆ⾜࠺ࡇࠋ
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ᚑ⪅ࡣࠊᙜヱᢏ⾡ⓗຓゝ࣭ᣦᑟᇶ࡙ࡁࠊู⣬㸲ࡢᵝᘧࢆཧ⪃ࠊ
௨ୗࡢ㡯ࢆグ㍕ࡋࡓཱྀ⭍⾨⏕⟶⌮యไィ⏬ࢆసᡂࡍࡿࡇࠋ
 ຓゝࢆ⾜ࡗࡓṑ⛉་ᖌ➼
 ṑ⛉་ᖌࡽࡢຓゝࡢせⅬ
࢘ ᙜヱタ࠾ࡅࡿᐇ┠ᶆ
࢚ ලయⓗ᪉⟇
࢜ ␃ព㡯࣭≉グ㡯
㸦㸰㸧ධᡤ⪅ࡢཱྀ⭍ࡢ≧ἣࡢ☜ㄆ
ཱྀ⭍⾨⏕⟶⌮యไィ⏬ᇶ࡙ࡁࠊᚑ⪅ࡀཱྀ⭍ࡢᗣ≧ែࡢࢫࢡ࣮ࣜࢽ
ࣥࢢࢆ⾜࠸ࠊධᡤ⪅ࡢཱྀ⭍Ύᤲࡢ⮬❧ᗘࠊཱྀ⭍ࡢᗣ≧ែ➼ࡘ࠸࡚ᢕᥱ
ࡍࡿࡇࠋࢫࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢࢆ⾜࠺ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ⏝⪅ࡘ࠸࡚ࠊࡑࢀࡒ
ࢀḟᥖࡆࡿ☜ㄆࢆ⾜࠺ࡇࠋ
࠙ࢫࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢࠚ
࣭ ṑࡸධࢀṑࡀởࢀ࡚࠸ࡿ
࣭ ṑࡀᑡ࡞࠸ࡢධࢀṑࢆࡗ࡚࠸࡞࠸
࣭ ࡴࡏࡸࡍ࠸
ṑཱྀ࣭⭍ࡢᝈࡀࢃࢀࡿሙྜࡸᚑ⪅ࡼࡿཱྀ⭍Ύᤲ➼ࡀᅔ㞴࡞ሙྜ
➼ࡣࠊṑ⛉་ᖌࡼࡿゼၥデ⒪➼ࡢ㝿ࠊྛ⏝⪅ࡢཱྀ⭍ࡢᗣ≧ែᛂࡌ
ࡓཱྀ⭍ᗣ⟶⌮ࡀ⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺ࠊᙜヱṑ⛉་ᖌ┦ㄯࡍࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ
㸦㸱㸧ཱྀ⭍Ύᤲࡢ⏝ලࡢᩚഛ
ཱྀ⭍ΎᤲࡣࠊṑࡢΎᤲ⏝࠸ࡿṑࣈࣛࢩࠊ࣡ࣥࢱࣇࢺࣈࣛࢩࠊ⯉⏝
࠸ࡿ⯉ࣈࣛࢩࠊཱྀ⭍⢓⭷⏝࠸ࡿࢫ࣏ࣥࢪࣈࣛࢩࠊ⩏ṑ⏝࠸ࡿ⩏ṑࣈࣛ
ࢩ➼ࡢΎᤲ⏝ලࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿࠋ⏝⪅ࡢཱྀ⭍ࡢᗣ≧ែࡸ⮬❧ᗘ➼ࢆ㋃ࡲ
࠼ࠊṑ⛉་ᖌ➼ࡢᢏ⾡ⓗຓゝ࣭ᣦᑟᇶ࡙ࡁࠊཱྀ⭍Ύᤲࡢ⏝ලࢆ㑅ᢥࡍࡿ
ࡇࠋ
㸦㸲㸧ཱྀ⭍Ύᤲࡢᐇ
ཱྀ⭍Ύᤲࡢᐇᅇᩘ࣭᪉ἲ࣭ෆᐜ➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊཱྀ⭍Ύᤲࡢᐇᢸᙜ⪅ࢆ
᳨ウࡋࠊᐇࡍࡿࡇࠋ
㸦㸳㸧ᚑ⪅ࡢཱྀ⭍Ύᤲᑐࡍࡿ▱㆑࣭ᢏ⾡ࡢ⩦ᚓࠊᏳ☜ಖ
ཱྀ⭍Ύᤲࡣࠊṇࡋ࠸▱㆑ࢆࡶࡗ࡚⾜ࢃ࡞࠸ሙྜࠊṑࡸ⢓⭷ࢆയࡘࡅࡿࡔ
ࡅ࡛࡞ࡃࠊ㣗≀ṧ´ࡸၚᾮ➼ࡢㄗᄟࡼࡿ⫵⅖ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍ࠾ࡑࢀࡶ࠶ࡿ
ࡓࡵࠊṑ⛉་ᖌ➼ࡽཱྀ⭍Ύᤲࡢ⏝ලࡢ⏝᪉ἲࡢᣦᑟࢆཷࡅࡿࡇࡣ㔜
せ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊཱྀ⭍Ύᤲᦠࢃࡽ࡞࠸⫋ဨࡘ࠸࡚ࡶࠊཱྀ⭍⾨⏕ࠊཱྀ⭍ᶵ⬟ࡢ⥔
ᣢ࣭ྥୖࠊㄗᄟᛶ⫵⅖➼ࡘ࠸࡚⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡇࡣ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
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ࡇࡢࡓࡵࠊṑ⛉་ᖌ➼ࡽᙜヱタࡢᚑ⪅ྥࡅ◊ಟ➼ࢆཷࡅࡿࡇ
ࡀᮃࡲࡋ࠸ࡀࠊಶู◊ಟ➼ࢆ㛤ദࡍࡿࡇࡀᅔ㞴ࡉࢀࡓሙྜࡣࠊ㒔
㐨ᗓ┴ࡸ㒔㐨ᗓ┴ṑ⛉་ᖌ➼࡛ᐇࡉࢀ࡚࠸ࡿ⚟♴⫋ဨྥࡅࡢ◊ಟࡢ⤂
ࢆཷࡅࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ
㸦㸴㸧㣗⎔ቃࢆࡣࡌࡵࡋࡓ᪥ᖖ⏕ά࠾ࡅࡿ⎔ቃᩚഛ
ᚑ⪅ࡣࠊṑ⛉་ᖌ➼ධᡤ⪅ࡢཱྀ⭍ᶵ⬟➼ᛂࡌࡓ㣗ࡢᥦ౪ࠊ㣗ᙧ
ែ➼ࡘ࠸࡚ᚲせᛂࡌ࡚┦ㄯࡋࠊ㣗⎔ቃ➼ࡢᩚഛດࡵࡿࡇࠋ
㸦㸵㸧ṑ⛉་ᖌ➼ࡽࡢᢏ⾡ⓗຓゝ࣭ᣦᑟィ⏬ࡢぢ┤ࡋ
ᚑ⪅ࡣࠊཱྀ⭍Ύᤲ➼ࢆྵࡵࡓタ࠾ࡅࡿㄢ㢟ࡸၥ➼ࢆࠊ㐺ᐅࠊṑ
⛉་ᖌ➼┦ㄯࡍࡿࠋ
ṑ⛉་ᖌ➼ࡣࠊᴫࡡ㸴᭶ẖࠊタ࠾ࡅࡿཱྀ⭍Ύᤲࡢᐇែࠊᚑ⪅
ࡽࡢ┦ㄯ➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᙜヱタࡢᐇᛂࡌࡓཱྀ⭍⾨⏕⟶⌮యไィ⏬
ಀࡿᢏ⾡ⓗຓゝ࣭ᣦᑟࢆ⾜࠺ࡇࠋ
ᚑ⪅ࡣࠊᙜヱᢏ⾡ⓗຓゝ࣭ᣦᑟࢆ㋃ࡲ࠼ࠊཱྀ⭍⾨⏕⟶⌮యไィ⏬ࡢぢ
┤ࡋࢆ⾜࠸ࠊཱྀ⭍⾨⏕ࡢ⟶⌮యไࡢᐇࢆᅗࡿࡇࠋ
㸦㸶㸧ṑ⛉⾨⏕ኈࡼࡿධᡤ⪅ᑐࡍࡿཱྀ⭍⾨⏕⟶⌮➼ࡢᐇ
ṑ⛉་ᖌࡢᣦ♧ࢆཷࡅ࡚ධᡤ⪅ᑐࡋཱྀ࡚⭍Ύᤲ➼ࢆ⾜࠺ṑ⛉⾨⏕ኈࡣࠊ
ᙜヱධᡤ⪅ࡢཱྀ⭍㛵ࡍࡿၥ㢟Ⅼࠊṑ⛉་ᖌࡽࡢᣦ♧ෆᐜࡢせⅬࠊᐇ
ࡋࡓཱྀ⭍⾨⏕➼ࡢ⟶⌮ࠊᚑ⪅ࡢᢏ⾡ⓗຓゝ➼ࡢෆᐜཬࡧࡑࡢᚲせ
ᛮࢃࢀࡿ㡯ಀࡿグ㘓㸦௨ୗࠕཱྀ⭍⾨⏕⟶⌮㛵ࡍࡿᐇグ㘓ࠖ࠸
࠺ࠋ㸧ࡘ࠸࡚ࠊู⣬㸳ࡢᵝᘧࢆཧ⪃ࡋ࡚సᡂࡋࠊᙜヱタᥦฟࡍ
ࡿࡇࠋᙜヱタࡣࠊᙜヱཱྀ⭍⾨⏕⟶⌮㛵ࡍࡿᐇグ㘓ࢆಖ⟶ࡋࠊᚲせ
ᛂࡌ࡚ࡑࡢࡋࢆᙜヱධᡤ⪅ᥦ౪ࡍࡿࡇࠋ
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иᓔƷઅӕᲢлӳᲣ

ųųųųųųᲟ

šᑣųšɧᑣ

ųųųųųųᲟ

šᑣųšɧᑣ

ųųųųųųᲟ

šᑣųšɧᑣ

ųųųųųųᲟ

šᑣųšɧᑣ

ƦƷ˂ᲢᙀяԼƳƲᲣ

ųųųųųųᲟ

šᑣųšɧᑣ

ųųųųųųᲟ

šᑣųšɧᑣ

ųųųųųųᲟ

šᑣųšɧᑣ

ųųųųųųᲟ

šᑣųšɧᑣ

࣏ᙲᲴǨȍȫǮȸȷƨǜƺƘឋ

MECN

I

MECN

I

MECN

I

MECN

ִ ִɦᛦૢƷ࣏ᙲࣱ
ɦ
ᛦ ʙƷ࢟७ᲢǳȸȉᲣᲮᲣ
ૢ
 Ʊǖǈ

šųšஊ

šųšஊ

šųšஊ

šųšஊ

ᲢǳȸȉᲴųųųųųųųᲣ

ᲢǳȸȉᲴųųųųųųųᲣ

ᲢǳȸȉᲴųųųųųųųᲣ

ᲢǳȸȉᲴųųųųųųųᲣ

šᕓƍųųšɶ᧓ųųšຜƍ

šᕓƍųųšɶ᧓ųųšຜƍ

šᕓƍųųšɶ᧓ųųšຜƍ

šᕓƍųųšɶ᧓ųųšຜƍ

ʙƷသॖʙƷஊᲢၲƷਦᅆŴʙ࢟७
։ڤŴᕤдࢨ᪪ԼŴǢȬȫǮȸƳƲᲣ

šųšஊ

šųšஊ

šųšஊ

šųšஊ

šųšஊ

šųšஊ

šųšஊ

šųšஊ

ųšᢅųšųš͞
ųšଔƍȷɺԕǈųšီ
ųšႭųšᨨǕƍ
ųšӝӝᨦܹųšǂƜǅƠ
ųšᙙၫųšӝᏸӏƼઅȷִɦ
ųš֓ൢ֓ӻųšɦၚ̝ᅼ
ųšූᏽųšᏮ൦ųšज़௨ႆ༏
ųšኺᐂ᩺Ꮶ
ųšဃೞᏡƷ˯ɦ
ųšҔᕤԼųšƦƷ˂

ųšᢅųšųš͞
ųšଔƍȷɺԕǈųšီ
ųšႭųšᨨǕƍ
ųšӝӝᨦܹųšǂƜǅƠ
ųšᙙၫųšӝᏸӏƼઅȷִɦ
ųš֓ൢ֓ӻųšɦၚ̝ᅼ
ųšූᏽųšᏮ൦ųšज़௨ႆ༏
ųšኺᐂ᩺Ꮶ
ųšဃೞᏡƷ˯ɦ
ųšҔᕤԼųšƦƷ˂

ųšᢅųšųš͞
ųšଔƍȷɺԕǈųšီ
ųšႭųšᨨǕƍ
ųšӝӝᨦܹųšǂƜǅƠ
ųšᙙၫųšӝᏸӏƼઅȷִɦ
ųš֓ൢ֓ӻųšɦၚ̝ᅼ
ųšූᏽųšᏮ൦ųšज़௨ႆ༏
ųšኺᐂ᩺Ꮶ
ųšဃೞᏡƷ˯ɦ
ųšҔᕤԼųšƦƷ˂

ųšᢅųšųš͞
ųšଔƍȷɺԕǈųšီ
ųšႭųšᨨǕƍ
ųšӝӝᨦܹųšǂƜǅƠ
ųšᙙၫųšӝᏸӏƼઅȷִɦ
ųš֓ൢ֓ӻųšɦၚ̝ᅼ
ųšූᏽųšᏮ൦ųšज़௨ႆ༏
ųšኺᐂ᩺Ꮶ
ųšဃೞᏡƷ˯ɦ
ųšҔᕤԼųšƦƷ˂

Ĭ៲˳ᚘยሁ

šųšஊųᲢųųųųųųᲣ

šųšஊųᲢųųųųųųᲣ

šųšஊųᲢųųųųųųᲣ

šųšஊųᲢųųųųųųᲣ

ĭဃཞඞሁ

šųšஊųᲢųųųųųųᲣ

šųšஊųᲢųųųųųųᲣ

šųšஊųᲢųųųųųųᲣ

šųšஊųᲢųųųųųųᲣ

šųšஊųᲢųųųųųųᲣ

šųšஊųᲢųųųųųųᲣ

šųšஊųᲢųųųųųųᲣ

šųšஊųᲢųųųųųųᲣ

į៲˳ၐཞ

šųšஊųᲢųųųųųųᲣ

šųšஊųᲢųųųųųųᲣ

šųšஊųᲢųųųųųųᲣ

šųšஊųᲢųųųųųųᲣ

İƦƷ˂

šųšஊųᲢųųųųųųᲣ

šųšஊųᲢųųųųųųᲣ

šųšஊųᲢųųųųųųᲣ

šųšஊųᲢųųųųųųᲣ

šોծšોծͼӼšዜਤ

šોծšોծͼӼšዜਤ

šોծšોծͼӼšዜਤ

šોծšોծͼӼšዜਤ

šોծƕᛐǊǒǕƳƍ

šોծƕᛐǊǒǕƳƍ

šોծƕᛐǊǒǕƳƍ

šોծƕᛐǊǒǕƳƍ

šųšஊ

šųšஊ

šųšஊ

šųšஊ

ƦƷ˂Ტ፼ॹŴဃ፼ॹŴᘍѣƳƲƷသॖʙƳƲᲣ

ٶ
Ꮀ
ᆔ
ƴ
Ǒ
ǔ


Ǳ
Ǣ
Ʒ
ᛢ
᫆

Ʀ
Ʒ ˯ȷᢅ᧙ᡲբ᫆ᲯᲣ
˂

ųųཎᚡʙ

ᛢ
Įᘍѣ
᫆

ųųዮӳᚸ̖
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ࡇ

˯Ȫǹǯ

᳸IFN

IFNச

᳸Ჟ

Ჟˌɦ
ኺᐂ
᩺Ꮶ

៲˳
ᨦܹ

᳸ச

Ტ᳸ബᲣ

࣬ବųᏄࡇ
Ტബ᳸ബᲣ

˳ྙ҄٭
ᘉฌǢȫȖȟȳ͌

ᙀዅඥ

IFNˌɥ

᳸ச

ܖᇜųᏄࡇ

ʙઅӕ

᭗Ȫǹǯ
ǍƤ ச
Ꮔ ˌɥ
ǍƤ ச
Ꮔ ˌɥ
ǍƤ ச
Ꮔ ˌɥ
ǍƤ
Ꮔ Ჟˌɥ
ǍƤ
Ꮔ Ჟˌɥ
ȶஉƴᲟˌɥ
ȶஉƴᲟˌɥ
ȶஉƴᲟˌɥ

ჷႎ
ᨦܹ

࠷δųǫǦȗਦૠ
Ტ᳸ബᲣ

ᲢʴƷǈᲣ

ɶȪǹǯ
ǍƤ ᳸ச
Ꮔ ᳸ச
ǍƤ ᳸ச
Ꮔ ᳸ச
ǍƤ ᳸ச
Ꮔ ᳸ச
ǍƤ Ჟˌɦ
Ꮔ ᳸Ჟச
ǍƤ Ჟˌɦ
Ꮔ ᳸Ჟச
ȶஉƴ᳸Ჟச
ȶஉƴ᳸Ჟச
ȶஉƴ᳸Ჟச

᳸ச
Ჟச
ǇƨƸᲟச
Ჟச
ǇƨƸᲟச
҄٭ƳƠ
ᲢفถᲴᲟசᲣ

ᙙųၫ

ᙙၫ
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ਃ࢘ᎍ

᫁ࡇ

᧓

ู⣬㸱

ࠉࠉ⤒ཱྀ⛣⾜࣭⤒ཱྀ⥔ᣢィ⏬㸦ᵝᘧ㸧
Ặྡ

⟬ᐃຍ⟬
⾜⛣ཱྀ⤒ڧຍ⟬
⥔ཱྀ⤒ڧᣢຍ⟬ Ϩ
⥔ཱྀ⤒ڧᣢຍ⟬ Ϩ ཬࡧ ϩ
༠ຊṑ⛉་⒪ᶵ㛵ྡ
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ㸧

⤒ཱྀᦤྲྀࡢ≧ែ
ڧṑཪࡣ⏝୰ࡢ⩏ṑࡀ࠶ࡿ

ᛶู

⏕ᖺ᭶᪥

ڧࠉ⏨ڧዪ

ࠉࠉࠉࠉᖺࠉࠉࠉࠉ᭶ࠉࠉࠉ᪥

ڧ㣗ࡢຓࡀᚲせ࡛࠶ࡿ

ᦤ㣗࣭ᄟୗᶵ⬟᳨ᰝࡢᐇ

᳨ᰝ⤖ᯝࡸほᐹ➼ࢆ㏻ࡋ࡚ᢕᥱࡋࡓㄢ㢟
ࡢᡤᅾ

᳨ᰝᐇ᪥

ڧỈ㣧ࡳࢸࢫࢺࠉڧ㢁㒊⫈デἲࠉڧᄟୗෆど㙾᳨ᰝࠉڧᄟୗ㐀ᙳ᳨ᰝࠉڧᄮ⬟ຊ࣭ᶵ⬟ࡢ᳨ᰝ
ڧㄆ▱ᶵ⬟ㄢ㢟࠶ࡾ㸦᳨ᰝྍࡢࡓࡵ㣗ࡢほᐹ࡚☜ㄆ㸧ࠉࡢࡑڧ㸦ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ㸧

ᖺ᭶᪥

ڧㄆ▱ᶵ⬟
ڧᄮཱྀ࣭⭍ᶵ⬟
ڧᄟୗᶵ⬟

ͤࠉ⤒ཱྀ⛣⾜ຍ⟬ࢆ⟬ᐃࡍࡿሙྜࡣࠊ ࡢ㡯┠ࡢグධࡣせ࡛ࡍࠋ
㸯ࠉ⤒ཱྀࡼࡿ⥅⥆ⓗ࡞㣗ࡢᦤྲྀࡢࡓࡵࡢᨭࡢほⅬ
ͤࠉᙜḍࡢ㡯┠㛵ࡋ࡚ࡣࠊ㣗ࡢほᐹཬࡧ㆟ࢆ᭶ᅇᐇࡢୖࠊグධࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㣗ࡢほᐹࢆ㏻ࡋ࡚Ẽ࡙࠸ࡓⅬ
㣗ࡢほᐹࡢᐇ᪥㸸ࠉᖺࠉࠉ᭶ࠉࠉ᪥
㣗ࡢほᐹࡢཧຍ⪅㸸ڧ་ᖌࠉڧṑ⛉་ᖌࠉ⌮⟶ڧᰤ㣴ኈࠉڧᰤ㣴ኈࠉ⌮⟶ࢫࣅ࣮ࢧڧ㈐௵⪅ࠉ┳ڧㆤ⫋ဨࠉ⏕ڧάᨭဨࠉࡢࡑڧࡢ⫋✀
ձࠉୖ༙㌟ࡀᕥྑࡸ๓ᚋഴࡃഴྥࡀ࠶ࡾࠊᗙࡢಖᣢࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿ

࠼࠸࠸ڧࠉ࠸ࡣڧ

ղࠉ㢁㒊ࡀᚋᒅࡋࡀࡕ࡛࠶ࡿ

࠼࠸࠸ڧࠉ࠸ࡣڧ

ճࠉ㣗ࢆᴦࡋࡳࡋ࡚࠸࡞࠸

࠼࠸࠸ڧࠉ࠸ࡣڧ

մࠉ㣗ࢆࡋ࡞ࡀࡽࠊᐷ࡚ࡋࡲ࠺

࠼࠸࠸ڧࠉ࠸ࡣڧ

յࠉ㣗ጞࡵࡽࢀ࡞࠸ࠊ㣗ጞࡵ࡚ࡶ㢖⦾㣗ࢆ୰᩿ࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࠊ㣗㞟୰࡛ࡁ࡞࠸

࠼࠸࠸ڧࠉ࠸ࡣڧ

նࠉ㣗ཪࡣࡑࡢຓࢆᣄྰࡍࡿ

࠼࠸࠸ڧࠉ࠸ࡣڧ

շࠉ㣗㛫ࡀࡾࠊ⑂ປࡍࡿ

࠼࠸࠸ڧࠉ࠸ࡣڧ

ոࠉḟࡽḟ㣗≀ࢆཱྀ㐠ࡪ

࠼࠸࠸ڧࠉ࠸ࡣڧ

չࠉཱྀ⭍ෆࡀ⇱ࡋ࡚࠸ࡿ

࠼࠸࠸ڧࠉ࠸ࡣڧ

պࠉཱྀ⭍ෆࡢ⾨⏕≧ែࡀᝏ࠸

࠼࠸࠸ڧࠉ࠸ࡣڧ

ջࠉჶࡴࡇࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿ㸦ṑ࣭⩏ṑࡢ≧ែཪࡣᄮ⬟ຊ➼ၥ㢟ࡀ࠶ࡿ㸧

࠼࠸࠸ڧࠉ࠸ࡣڧ

ռࠉᅛ࠸ࡶࡢࢆ㑊ࡅࠊ㌾ࡽ࠸ࡶࡢࡤࡾ㣗ࡿ

࠼࠸࠸ڧࠉ࠸ࡣڧ

սࠉୖୗࡢዟṑࡸ⩏ṑࡀညࡳྜࡗ࡚࠸࡞࠸

࠼࠸࠸ڧࠉ࠸ࡣڧ

վࠉཱྀࡽ㣗≀ࡸၚᾮࡀࡇࡰࢀࡿ

࠼࠸࠸ڧࠉ࠸ࡣڧ

տࠉཱྀ⭍ෆ㣗≀ṧ´ࡀ┠❧ࡘ

࠼࠸࠸ڧࠉ࠸ࡣڧ

րࠉ㣗≀ࢆ࡞࡞㣧ࡳ㎸ࡲࡎࠊᄟୗ㛫ࡀࡿ

࠼࠸࠸ڧࠉ࠸ࡣڧ

ցࠉ୍ཱྀ࠶ࡓࡾఱᗘࡶᄟୗࡍࡿ

࠼࠸࠸ڧࠉ࠸ࡣڧ

ւࠉ㢖⦾ࡴࡏࡓࡾࠊࡏࡁࡇࢇࡔࡾࡍࡿ

࠼࠸࠸ڧࠉ࠸ࡣڧ

փࠉ㣗୰ࡸ㣗ᚋ⃮ࡗࡓኌኚࢃࡿ

࠼࠸࠸ڧࠉ࠸ࡣڧ

քࠉ㣗ࡢᚋ༙ࡣ⑂ࢀ࡚ࡋࡲ࠸ࠊ≉Ⰻࡃࡴࡏࡓࡾࠊ྾㡢ࡀ⃮ࡗࡓࡾࡍࡿ

࠼࠸࠸ڧࠉ࠸ࡣڧ

दࠉほᐹࡽ┤㏆ࣨ᭶⛬ᗘ௨ෆ࡛ࠊ㣗ᚋཪࡣ㣗୰ྤࡋࡓࡇࡀ࠶ࡿ

࠼࠸࠸ڧࠉ࠸ࡣڧ

धࠉ㣗ࡢᦤྲྀ㔞ၥ㢟ࡀ࠶ࡿ㸦ᣄ㣗ࠊ㐣㣗ࠊ೫㣗࡞㸧

࠼࠸࠸ڧࠉ࠸ࡣڧ

ከ⫋✀㆟࠾ࡅࡿ㆟ㄽࡢᴫせ
㆟ᐇ᪥㸸ࠉࠉᖺࠉࠉࠉ᭶ࠉࠉࠉ᪥
㆟ཧຍ⪅㸸ڧ་ᖌࠉڧṑ⛉་ᖌࠉ⌮⟶ڧᰤ㣴ኈࠉڧᰤ㣴ኈࠉ⌮⟶ࢫࣅ࣮ࢧڧ㈐௵⪅ࠉ┳ڧㆤ⫋ဨࠉ⏕ڧάᨭဨࠉࡢࡑڧࡢ⫋✀

⤒ཱྀࡼࡿ⥅⥆ⓗ࡞㣗ࡢᦤྲྀࡢ
ࡓࡵࡢᨭࡢほⅬ

ձ㣗ࡢᙧែ࣭ࢁࡳࠊ⿵ຓ㣗ࡢά⏝

⥔≧⌧ڧᣢࠉڧኚ᭦

ղ㣗ࡢ࿘ᅖ⎔ቃ

⥔≧⌧ڧᣢࠉڧኚ᭦

ճ㣗ࡢຓࡢ᪉ἲ

⥔≧⌧ڧᣢࠉڧኚ᭦

մཱྀ⭍ࡢࢣࡢ᪉ἲ

⥔≧⌧ڧᣢࠉڧኚ᭦

յ་⒪ཪࡣṑ⛉་⒪ཷ⒪ࡢᚲせᛶ
⟬ᐃຍ⟬

ᢸᙜ⫋✀

ࡋ࡞ڧࠉࠉࡾ࠶ڧ
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