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在宅での栄養管理
～その実際と問題点～



医師

薬剤師 薬剤師
看護師

医師

管理栄養士
薬剤師

看護師

管理栄養士
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クリニック・調剤薬局での業務

福島労災病院 406床
地域医療支援病院
地域がん診療連携拠点病院
(緩和病棟併設)

NST稼働病院

・急性期病院でのNST活動
・褥瘡チーム、緩和ケアチームなど
のチーム医療

かとう内科クリニック
(有)ネットワーク調剤

・栄養指導業務 ・非常勤講師
・料理教室 ・講演 / 執筆
・在宅支援活動 ・メニュー開発
・被災地支援（栄養士会・看護協会)



被災者対象の栄養サロン(看護協会)

保健師、看護師、歯科衛生士等とチーム活動
健康料理教室、男の料理教室、個別訪問



地域・在宅



現在は大学、クリニック勤務、地域活動

かとう内科クリニック、他
(有)ネットワーク調剤

福島学院大学短期大学部
食物栄養学科・こども学科・保育科

地域での料理教室やセミナーの開催 在宅訪問栄養相談の実施



本日のおはなし

1.在宅高齢者の栄養の問題

～地域連携での管理の役割～

2.飲み込みやすい食事の実際と問題点

3.在宅で手軽に！栄養アップ術

4.栄養補助食品の活用の意義

～地域での栄養ケア活動の今後～



主要先進国における
人口高齢化率の長期推移・将来設計

http://www2.ttcn.ne.jp/~honkawa/1157.html



高齢者の
栄養学的視点から見た特徴

・咀嚼力の低下 ・便秘の増加

(歯の脱落、咀嚼筋力の低下等) ・精神的問題(特にうつ病)

・味覚の低下 ・器質性多疾患

・口腔衛生の低下 ・多薬
(歯肉の慢性炎症)            ・社会的隔離

・摂取量の低下 ・経済的問題

・運動量の低下 ・個人差が大きい

・消化・吸収率の低下

・Sullivan D.H, Annals of Long-Term Care,8:41-46,2000

・MNA Basic,Nestle Nutrition,,2010



高齢者の栄養学的視点から見た特徴
身体構成成分

体内貯留水分



高齢者は、消化吸収能力、代謝機能が低下しているため、
「栄養負のスパイラル」から抜け出せず、寝たきりへ移行し易い

低栄養から寝たきりへ

急性疾患 ストレス 耐糖能異常
うつ・認知症 そしゃく・嚥下障害

免疫能低下

筋肉量減少
（サルコペニア）

転倒 骨折

食欲不振
摂食量減少
脱水、体力低下

感染症

体重減少
BMI低下

褥瘡

寝たきり寝たきり
MNA Guide Book 2011(医歯薬出版）



政府広報オンライン 食べて元気に！ スマイルケア食
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201501/1.html

フレイルサイクル



身体機能低下の加齢イメージ

葛谷雅文 他/編：フレイル 超高齢社会における最重要課題と予防戦略，医歯薬出版株式会社 2014： p124-125

フレイルゾーン

プレフレイルゾーン
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通常の加齢変化

介入によって身体機能低下の傾きを軽減

加齢にともない確実に身体機能の低下は起こり、特別な対策をとらなければ
フレイルの域に突入してしまう。

運動や栄養などの介入（フレイル予防介入）を実施することによって、
この身体機能低下の傾きを軽減させていく必要がある。
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高齢者の栄養アセスメントツールの活用
(MNA-SF  全 6項目)

6項目でのアセスメント

12～14点：栄養状態良好
8～11点：At risk
0～ 7点：低栄養

A:食事摂取量の減少

B:体重減少

C:自力で歩けるか(活動性)

D:精神的ストレス・急性疾患

E:神経・精神的問題(認知)

F1 or F2  :  BMI/CC



MNA®CCメジャー開発

背景、目的：

 CCの測定において、現行メャーでは

測定者間誤差、計測者内誤差がある

 MNA-SFではBMIが測定できない場合

にCCを用いるため、計測を、より正確

に実施できるにメジャーが必要

 人間工学的デザインによるアプローチ

で、千葉大学下村教授が開発

 計測者間、計測者内で、誤差が軽減

デザイン：下村義弘先生
千葉大学大学院 工学研究科人間生活工学研究室



At Risk CC ３１ｃｍ

• 東京大学高齢社会総合研究機構・飯島勝矢ら

• 厚生労働科学研究費補助金（長寿科学総合研究事業）「虚弱・
サルコペニアモデルを踏まえた高齢者食生活支援の枠組みと包
括的介護予防プログラムの考案および検証を目的とした調査研
究」（H24～25年度データより：未発表）いセルフチェック
法：『指輪っかテスト』

新しいセルフチェック法：『指輪っかテスト』



高齢者の栄養アセスメントツールの活用
(MNA-SF  全 6項目)

6項目でのアセスメント

12～14点：栄養状態良好
8～11点：At risk
0～ 7点：低栄養

A:食事摂取量の減少

B:体重減少

C:自力で歩けるか(活動性)

D:精神的ストレス・急性疾患

E:神経・精神的問題(認知)

F1 or F2  :  BMI/CC



入院時栄養障害の重症度とその後の死亡率
３群間比較

N = ４１４ 平均年齢７５
歳

Kagansky N, et al. Am J Clin Nutr. 82: 784-91. 2005



平成24年度老人保健健康増進等事業 在宅療養患者の摂食状況・栄養状態の把握に関する調査研究報告書
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201501/1.html

※自宅で訪問診療、訪問介護、訪問リハビリテーションなどを受けている、
65歳以上の「在宅療養者」を対象に調査。

在宅療養患者の高齢者の栄養状態※



MNAを実際につけてみましょう

事例

Aさん82歳、男性。

最近食欲はあるものの、デイサービスで毎月体重を計っているが、

3ヶ月前より2Kg体重が減っていた。週2回のデイサービス以外は家

に居るのが大半で、同居の息子に散歩などを勧められるが、家から出よ

うとはしない。3ヶ月前に風邪をこじらせ、肺炎になり10日ほど入院して以

来このような生活が続いている。

食事やトイレなど以外は自室のベットに横たわっているか、リビングで

テレビを1日数時間見る程度である。連れ合いは2年ほど前に他界している。

身長は160cm、今月の体重は51kgであった。明らかな認知症の症状は無

いが、最近息子夫婦との会話も減り、楽しみは食事とテレビ鑑賞である。



平成24年度老人保健健康増進等事業 在宅療養患者の摂食状況・栄養状態の把握に関する調査研究報告書
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201501/1.html

※自宅で訪問診療、訪問介護、訪問リハビリテーションなどを受けている、
65歳以上の「在宅療養者」を対象に調査。

在宅療養患者の高齢者の栄養状態※



独居
介護力不足・ネグレクト
孤独感
貧困

臓器不全 炎症
悪性腫瘍 疼痛
義歯など口腔内の問題
薬物副作用
咀嚼・嚥下障害
日常生活動作障害
消化管の問題（下痢・便秘）

臭覚、味覚障害
食欲低下

認知機能障害 うつ
誤嚥・窒息の恐怖

不適切な食形態の問題
栄養に関する誤認識
医療者の誤った指導

1. 社会的要因

2. 精神・心理的要因

4. 疾病要因

3. 加齢の関与

5. その他

監修/菱田明 佐々木敏：日本人の食事摂取基準 2015年版, 
第一出版 2014 ：p375-376

高齢者の代表的な低栄養の要因



在宅療養を支えるためには！？
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地域や在宅での
活動が不十分!!
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在宅や地域で 管理栄養士活動不足の問題！！

・必要な栄養アセスメントが行えない

・栄養ケアが十分に行えない

・栄養ケアが遅れ、病状が進行してしまう

・褥瘡や肺炎、感染症など重篤な疾患の危険性や悪化が心配

・医療費や家族の負担が大きくなる・・・
(調理の工夫、お惣菜や市販食品の活用、栄養補助食品の紹介・・・)



今後は・・・？？

・栄養士会「栄養ケアステーション」

・在宅訪問栄養管理学会 など

管理栄養士の地域での活躍



血液検査を参考にできない場合の指標血液検査を参考にできない場合の指標



血液検査を参考にできない場合の指標血液検査を参考にできない場合の指標

欠乏症状 疑われる不足栄養素

衰 弱 蛋白質・エネルギー

腹部膨満 蛋白質・エネルギー

浮 腫 蛋白質・チアミン

褥瘡・創傷治癒遅延
蛋白質・ビタミンA・

C・E・亜鉛・鉄

蒼 白
葉酸・鉄・
ビタミンB12



血液検査を参考にできない場合の指標

欠乏症状 疑われる不足栄養素

皮膚角化症 ビタミンＡ・Ｃ

皮膚のはがれ・落屑・
うろこ状皮膚

蛋白・エネルギー・ナイ
アシン・リポフラビン、
亜鉛、ビタミンＡ、必須
脂肪酸

打撲傷・紫斑症
ビタミンＣ、ビタミンＫ、

必須脂肪酸

パラフィン紙様皮膚炎 蛋白質、水分



血液検査を参考にできない場合の指標血液検査を参考にできない場合の指標

欠乏症状 疑われる不足栄養素

スプーン状の爪 鉄

横線がある爪 蛋 白

舌 炎
リボフラビン、ナイア
シン、葉酸

口唇症
（乾燥・ひび割れ・潰

瘍）

ビタミンＣ、ビタミン
Ａ、ビタミンＫ、葉酸、
ナイアシン

味覚減退 亜鉛、ビタミンＡ



下肢浮腫

何か病気？？

いえ！「栄養」です

低アルブミン血症(低たんぱく)の状態



下肢浮腫

病名：「低栄養・脱水」



パラフィン様皮膚

水分不足「脱水」の状態



脱水の確認



口腔内の乾燥、味覚異常(低下)



器具を使わず出来る
脱水チェック方!

□爪を押したあと白色からピンクに変わるまで3秒以上かかる

□手の甲ををつまみ上げた後が残る(富士山型に残る)

□くちの中や唇が乾燥している

□舌が白いものに覆われている

□舌の赤みが強い

□皮膚に張りがない

□手足が冷たい

□食欲がない
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爪を押してチェック！



器具を使わず出来る
脱水チェック方!
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手の甲をつまんでみる!
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脱水を防ぐために・・・

• バランスの良い食事をきちんと摂る

• 水分はこまめに少しずつ摂る

• のどが渇いてなくても水分補給を忘れない

• 適度な塩分と水分補給

• 経口補水液を活用する



衰弱・飢餓（PEM) 「低栄養による栄養障害」



皮膚のはがれ・うろこ状皮膚

必須脂肪酸欠乏の状態



2006.4.26

2006.5.11

2006.4.26

2006.5.11

骨折で入院中、食欲低下・・・



Hb 14.4 Hb 7.6

貧血のチェック

＊同じ部屋でフラッシュ無しで撮影



肉芽の色とヘモグロビン値

Hb 9.7 Hb 12.4

貧血だと・・・肉芽の色もこんなに違います！



本日のおはなし

1.在宅高齢者の栄養の問題

～地域連携での管理の役割～

2.飲み込みやすい食事の実際と問題点

3.在宅で手軽に！栄養アップ術

4.栄養補助食品の活用の意義

～地域での栄養ケア活動の今後～



「食べる」ということ

•栄養の摂取(生命維持)

•楽しみ(文化,地域性,個別性,五感)

•生活のリズム

•コミュニケーション



おいしく食べる輪の図

より



食物のながれ

摂取
食物・水分のとり入れ

消化
吸収しやすい形に加工・分解

吸収
体内へのとり込み

代謝
エネルギー源、体構成成分として利用

排泄
不要物の破棄



「歯」 tooth のはたらき

•「歯」は大きな食物やかたい食物をのみ
込みやすく、また消化しやすくするため
に噛み砕く(咀嚼 chewing)する。

•咀嚼により、顎下腺の発達を促し、消化
液の分泌(唾液・胃液)を促進する作用が
ある。



「舌」tongueのはたらき

• 「舌」は粘膜内に点在する「味蕾」によっ
て食物の味を味わうと同時に、舌筋の
運動によって食物を混和し、のみ込むの
に役だつ。

味蕾(みらい) taste bud

味細胞(みさいぼう) gustatory cell

味覚(みかく) gustatory sensation, taste sense



嚥下 swallowing

•口腔内にある食塊(しょっかい)あるいは液体
を胃に送り込む運動。舌・咽頭・食道の協同
作用によって行われる。

1)舌のはたらきによって飲食物を咽頭部へ押し込む

2)鼻腔や喉頭への通路をふさぎ(喉頭蓋)、陰圧によって飲食物

を食道に送り込む

3)食道の蠕動運動によって飲食物を胃に向かって移動させる



摂食・嚥下の過程

食物の認知

口への取り込み

咀嚼と食塊形成

咽頭への送り込み
(口腔期)

咽頭→食道への送
り込み(咽頭期)

食道→胃への送り
込み(食道期)

これらがぜ～～んぶ

嚥下！！



嚥下障害を疑う症状

食事に時間がかかる 食事の好みが変わる 食欲の低下

せきが出る、むせる、
声がかれる

やせ、体重の低下発熱を繰り返す



ベッドサイドでの嚥下チェック

2.口の開閉、舌の動きをチェック

「かきくけこ」や「ぱぴぷぺぽ」などを言ってもらい
口の開閉や動きをみる。舌の動きも見る。

1.覚醒度チェック
声がけに対して反応があるかをチェックする

4.反復唾液嚥下テスト(RSST)＊

口腔内を湿らせた後に空嚥下を行う30秒で何回
出来るかを数える（咽頭の拳上もみる）

3.空咳が出来るかをチェックする

＊福島労災病院でのベッドサイド嚥下テスト

5.改訂版水飲みテスト(MWST)＊

6.フードテスト＊



患者さんに空嚥下を反復してもらい、嚥下反射の随意的な
惹起能力を評価するスクリーニング法。口腔乾燥がある場合に
は湿潤させてから施行する。

＊反復唾液飲みテスト

（repetitive saliva swallowing test : RSST）

評価

30秒間に3回以上であれば良好

30秒間に2回以下であれば不良



3mlの冷水を口腔内に入れて嚥下してもらい、嚥下反射誘発
の有無、むせ、呼吸の変化を評価する。3ml冷水の嚥下が可能
な場合には、更に2回の嚥下運動を追加して評価する。
評点が4点以上の場合は、最大3回まで施行し、最も悪い評
点を記載する。

＊改訂水飲みテスト
（modified water swallow test : MWST）

評点
1点 嚥下なし、むせまたは呼吸変化を伴う
2点 嚥下あり、呼吸変化を伴う
3点 嚥下あり、呼吸変化はないが、むせあるいは湿性嗄声を伴う
4点 嚥下あり、呼吸変化なし、むせ、湿性嗄声なし
5点 4点に加え、追加嚥下運動（空嚥下）が30秒以内に2回以上可能
判定不能、口から出す、無反応



ティースプーン１杯（3～4g）のプリンなどを嚥下させてその状態
を観察する。嚥下が可能な場合には、更に2回の嚥下運動を追加
して評価する。評点が4点以上の場合は、最大3回まで施行し、最
も悪い評点を記載する。

３．フードテスト

評点

1点 嚥下なし、むせまたは呼吸変化を伴う
2点 嚥下あり、呼吸変化を伴う
3点 嚥下あり、呼吸変化はないが、むせあるいは湿性嗄声や口腔内残留を伴う
4点 嚥下あり、呼吸変化なし、むせ、湿性嗄声なし、追加嚥下で口腔内残留は消失
5点 4点に加え、追加嚥下運動（空嚥下）が30秒以内に2回以上可能

判定不能 口から出す、無反応



その他の検査
頸部聴診法

嚥下造影検査 (VF: video fluorography)

嚥下内視鏡検査

(VE: video endscopic examination of  swallowing)



医師看護師

ＯＴ 栄養士



バリウムゼリーの作り方

用意するもの

・バリウム
・水
・ゼラチン
・砂糖

・鍋
・計量カップ
・計量スプーン
・泡立器
・器



①バリュウムを水で溶く
②2倍に薄め鍋に入れ火にかける
③水でしとらせておいたゼリーを加え
④よく溶かす



⑤あら熱をとったら器に移し
⑥冷蔵庫で冷やし固める







食物栄養学科でも食形態を実習

鶏の照り焼き 鶏の照り焼きソフト食



① ② ③

５mm

紙スプーンをゼリーに

対し垂直に挿入する

そのまま井の字に切れ

目を入れる

切れ目の側方よりスプ

ーンを挿入して５mmの

厚さのスライスを作成

する

スライス型ゼリーの作り方



嚥下障害の問題点

1.栄養摂取不良 低栄養、脱水

2.誤嚥 肺炎、 窒息

3.食べる楽しみの喪失 食事摂取量の低下、

生き甲斐の喪失



嚥下チーム



新しい嚥下評価ツール
EAT-10EAT-10

嚥下機能をチェックする10項目嚥下機能をチェックする10項目



嚥下体操 より



「食べる」ということ

•栄養の摂取(生命維持)

•楽しみ(文化,地域性,個別性,五感)

•生活のリズム

•コミュニケーション



独居
介護力不足・ネグレクト
孤独感
貧困

臓器不全 炎症
悪性腫瘍 疼痛
義歯など口腔内の問題
薬物副作用
咀嚼・嚥下障害
日常生活動作障害
消化管の問題（下痢・便秘）

臭覚、味覚障害
食欲低下

認知機能障害 うつ
誤嚥・窒息の恐怖

不適切な食形態の問題
栄養に関する誤認識
医療者の誤った指導

1. 社会的要因

2. 精神・心理的要因

4. 疾病要因

3. 加齢の関与

5. その他

監修/菱田明 佐々木敏：日本人の食事摂取基準 2015年版, 
第一出版 2014 ：p375-376

高齢者の代表的な低栄養の要因



嚥下に問題があれば・・・



きざみ・ミキサー食の落とし穴

100 100 100 100
(%)

エネルギー たんぱく質 脂質 糖質

普通食を100とした場合の形態別給与栄養量比率

食形態によってはエネルギーやたんぱく質などを補給する必要がある！！

普通食 きざみ食 ミキサー食



飲み込みやすさ・・・栄養摂取量の確認を！

摂取量だけでなく、
どれだけ「栄養」が摂れているかが大切！！



在宅にいらっしゃるご高齢者

「栄養 足りてますか？」



ある在宅高齢者のお宅・・・
90歳代 老々介護

栄養、特に「たんぱく質」はしっかり摂れているでしょうか？

摂取量だけでなく、
どれだけ「栄養」が摂れているかが大切！！

さらに栄養の偏りにも配慮！！



普段使ってる
お部屋も見せて頂くことも・・・・

90代男性、一人暮らし、訪問看護、リハビリ、ヘルパー
過去に踵に褥瘡が出来たことがありました・・・・・さて、なぜでしょう？？
原因を排除して、現在は治癒しており、再発はしていません。



この時台所では・・・

ヘルパーさんより・・・・
・買い置きの材料での調理の工夫 ・患者さんの好みや嗜好に合わせた料理
・限られた時間での調理 ・飲み込みや疾患を配慮
・食べられる量や全体の栄養面の工夫

ヘルパーさんと協力！
話を聞いたり、食事つくりの悩みを聞いたり・・・
状態や、要望に栄養面も考えてどのように対応するか？

ヘルパーさんと協力！
話を聞いたり、食事つくりの悩みを聞いたり・・・
状態や、要望に栄養面も考えてどのように対応するか？



管理栄養士が地域、在宅で出来ること
（役割)

アセスメント
普段の「食事」の様子などの聞き取り
皮膚の状態や口腔内の確認
わかれば体重や検査データなど記録の確認

栄養摂取状況の確認
どんなものをどのくらい食べられているか
水分の摂取状況

具体的な栄養のアドバイスと連絡、連携
食材の選択、調理の工夫、補助食品の活用
ヘルパーさんの連絡ノートへの記載、伝達
主治医、他職種への連絡、連携

アセスメント
普段の「食事」の様子などの聞き取り
皮膚の状態や口腔内の確認
わかれば体重や検査データなど記録の確認

栄養摂取状況の確認
どんなものをどのくらい食べられているか
水分の摂取状況

具体的な栄養のアドバイスと連絡、連携
食材の選択、調理の工夫、補助食品の活用
ヘルパーさんの連絡ノートへの記載、伝達
主治医、他職種への連絡、連携



以外！？こんなものも役立ちます

・体圧測定器
・介助グローブ
・体圧測定器
・介助グローブ



栄養ケアの力

「栄養」は人間にとってなくてはならない、大切で
重要なものである

「栄養」は人間にとってなくてはならない、大切で
重要なものである

病院や施設でのNSTの普及、栄養ケアの実践病院や施設でのNSTの普及、栄養ケアの実践

これからは、在宅・地域での多職種による
「栄養」も含めた地域ケアの実現

これからは、在宅・地域での多職種による
「栄養」も含めた地域ケアの実現



在宅(地域)での栄養ケア

◤ 普段の生活に即した栄養ケア(在宅は生活の場！！）

◤ 嗜好や介護力を考慮した栄養ケア

◤ ストレスにならない無理のない栄養ケア

どうしたら上手に栄養を整えられるか

それぞれの環境の中で考える・・・・・

様々な職種の方々との連携、協力なくては出来ない!

「食」は楽しみ、癒しです!!



高岡駅南クリニック(富山県)

外来栄養相談・往診同行
在宅訪問栄養相談、勉強会の開催



見えてきた在宅での「食」「栄養」の
問題や悩み・・・・

・料理のレパートリーを増やしたい
・利用者さんに喜ばれる料理を作りたい
・限られた時間での調理が大変
・栄養面も考慮したいが知識や自信がない
・糖尿病や肥満など、状態に応じた調理も必要
・嚥下の問題もあり食形態などが不安
・調理器具が限られていいる(炊飯器と電気ポットのみ)
・食材料費の制限
・用意されている材料はいつも同じ
・野菜しかない
・季節感なども考えてあげたいがなかなか難しい



ヘルパー研修会を開催(2014年9月～)
＜目的＞
・在宅での「食・栄養」の悩みのききとりとサポート
・ヘルパーを通して在宅栄養のサポート
・ヘルパー同志の情報交換・・・・

・悩みに即した調理アイディアの実演、試食
・お料理レシピの配布
・悩み相談
・情報交換



ご飯120g

ご飯120gでドリア

<材料 >      2人分
・ご飯 120g  2杯
・豆腐(絹)       200g
・ピザ用チーズ 30g
・オリーブ油 小さじ1
・マヨネーズ 大さじ1
・コンソメ 小さじ1/2
・塩コショウ
・ドライパセリ

< 作り方 >
①フライパンに豆腐、オリーブ油
マヨネーズ、コンソメを入れ火に
かけ、手早く混ぜてペースト状
にする
②ご飯を入れて少々煮込み、
チーズを加えて塩コショウで
味を整えるて完成

カロリーUPメニュー

豆腐リゾット

カロリー ：約1.5倍
たんぱく質：約4倍



本日のおはなし

1.在宅高齢者の栄養の問題

～地域連携での管理の役割～

2.飲み込みやすい食事の実際と問題点

3.在宅で手軽に！栄養アップ術

4.栄養補助食品の活用の意義

～地域での栄養ケア活動の今後～



ご飯(120ℊ)アレンジ例 栄養価の違い
栄養価(1人分) ご飯

(120g)
粥

(120g)
ドリア

(ご飯120g分)

エネルギー (kcal) 202 85 400

たんぱく質 (g) 3.0 1.3 11.3

脂 質 (g) 0.4 0.1 14.9

炭水化物 (g) 44.5 18.8 52.1

カルシウム (mg) 4 1 101

鉄 (mg) 0.1 0 0.4

亜 鉛 (mg) 0.7 0.4 1.6

塩 分 (g) 0 0 0.8



ご飯120g

ご飯120gでドリア

<材料 >      2人分
・ご飯 120g  2杯
・鶏肉 50g
・玉ねぎ 40g
・ﾎﾜｲﾄｿｰｽ 100g(市販)
・牛乳 50cc
・とろけるﾁｰｽﾞ 10g
・サラダ油、塩コショウ

< 作り方 >
①ひとくち大の鶏肉とスライスし
た玉ねぎを少量のｻﾗﾀﾞ油で
炒める

②ﾎﾜｲﾄｿｰｽ、牛乳を加え弱火
で炒めご飯を入れ合える
③塩ｺｼｮｳで味を整えたら耐熱
の器に移しﾁｰｽﾞ をﾄｯﾋﾟﾝｸﾞし
ｵｰﾌﾞﾝで4～5分焼く

カロリーUPメニュー

ドリア

カロリー ：約2倍
たんぱく質：約4倍



ちょい足し栄養アップ術(エネルギー)

• ごま油、オリーブ油など植物油を使って

＋

• マヨネーズを使って

＋



ちょい足し栄養アップ術(たんぱく質)

• たまごを使って

＋

• 豆腐を使って

＋

その他、チーズや乳製品、納豆、鶏肉なども高たんぱく質食品です。

豆腐クリームグラタン、ドリアなどは嚥下が不安な高齢者にもおすすめです！！



ちょい足し栄養アップ術(鉄分・亜鉛)

・あさり(あさり缶)を使って

＋

• レバー(レバーの串焼き)を使って

＋



缶詰活用レシピ 1
鉄分、亜鉛補給 「簡単♪あさりご飯(粥)」

＜材料 ２合分＞
・米 2合
・あさり缶 １缶
・和風だし 小さじ1
・塩 小さじ1/3
・しょう油 小さじ1

＜作り方＞
・米をとぎ普通に水加減する
・あさり缶を汁ごと加え、調味料も全て加えて
スイッチを入れ炊き上げる
(おかゆの場合は、あさりを細かく刻んで加え、
水を増やして炊く)



缶詰活用レシピ 2
鉄分、亜鉛補給 「簡単♪さんまご飯(粥)」

＜材料 ２合分＞
・米 2合
・さんま蒲焼缶 1缶
・和風だし 小さじ1
・塩 小さじ1/3
・しょう油 小さじ1

＜作り方＞
・米をとぎ普通に水加減する
・さんまの蒲焼缶を汁ごと加え、調味料も
全て加えてスイッチを入れ炊き上げる
(おかゆの場合は、さんまを崩して加え、
水を増やして炊く)

生臭みが気になる場合は生姜を加えると良い



お惣菜活用レシピ 1
鉄分、亜鉛補給 「レバー串焼きと大根の煮物」

＜材料 2人分＞
・レバー串焼き 2本
・大根 100g
・人参 40g
・和風だし 小さじ1/2
・砂糖 小さじ1
・しょう油 大さじ1

＜作り方＞
・大根と人参は食べやすい大きさに切り水か
ら煮て沸騰したら、調味料を加える
・大根が軟らかくなったら、串から外した
レバーを加え、ひと煮たちさせて完成



コンビニ食材活用レシピ 1

たんぱく質補給 「ミートボールカレー」

＜材料 2人分＞
・ミートボール 1パック
・じゃが芋 1ケ
・人参 40g
・カレールウ 2～4かけ

＜作り方＞
・じゃが芋、人参を食べやすい大きさに切り煮る
・ミートボールとカレールウを加えてルウを溶か
して完成
・ご飯、お粥といっしょに盛り付ける



コンビニ食材活用レシピ 2

たんぱく質補給 「豚の角煮と大根の煮物」

＜材料 2人分＞
・豚角煮 1パック
・大根 10cmくらい
・麺つゆ 大さじ1

＜作り方＞
・大根は皮をむき食べやすい大きさに切って
かぶる程度の水と麺つゆを入れ煮る

・大根がやわらかくなったら角煮を汁ごといれて
煮込んで完成



そのままでも・・・



全粥栄養アップメニュー 1

お粥→卵がゆ＋ごま油

＜材料 1人分＞
・全粥 120g
・たまご ½ケ
・ごま油 小さじ1
・塩または醤油 少々

＜作り方＞
・炊き上がったお粥の溶き卵とごま油をまぜる
・塩または醤油で味付けする

エネルギー：約90kcal
たんぱく質：約2.7g        アップ



全粥栄養アップメニュー 2
お粥＋ごま油＋レバーペースト

＜材料 1人分＞
・全粥 120g
・鶏レバー 30g
・ごま油 小さじ1
・塩または醤油 少々

＜作り方＞
・炊き上がったお粥にペースト状ににしたレバー
とごま油を混ぜる

・塩または醤油で味付けする

エネルギー：約90kcal
たんぱく質：約3.3g        アップ



パッククッキングって？

• 家庭で出来る簡単真空調理法です

• 食材や調味料をポリ袋に入れ空気を抜き、炊飯器や湯沸かしポット

で調理します

災害時にも！！
カセットコンロ/鍋/水

・簡単・便利・少量調理
・複数調理・何品か同時調理



パッククッキングの基本
• ポリエチレン袋（半透明/スーパーなどにあるタイプ)を使用する

• ポリエチレン袋はマチの無いものを使用する

• 調味料を材料によく絡める

• 余分な水分は必要ないが魚や肉はいったん水に通してから袋にいれる
(袋にくっついてしまう)

• しっかり空気を抜く

• 結び目は出来るだけ上の方でしっかり結ぶ

• 取り出す際は火傷に注意する



炊飯と同時パッククッキングレシピ 1
ご飯と鶏と大根の煮物

＜材料 1人分＞
・大根 5cm(100g)
・人参 2cm(40g)
・鶏もも肉 40g
・麺つゆ 大さじ2
・砂糖 小さじ1

＜作り方＞
・大根は皮をむき食べやすい大きさに切る
・人参も皮をむき食べやすい大きさに切る
・鶏肉はひと口大に切る
・ポリ袋に鶏肉、大根、人参、調味料を入れ
全体によくからめて、空気を抜いて口を結び
ご飯と一緒に炊飯する



炊飯と同時パッククッキングレシピ 2

ご飯とポテトサラダ

＜材料 1人分＞
・じゃが芋 小1ケ(80g)
・人参 20g
・たまご 1ケ
・マヨネーズ 大さじ2
・塩コショウ 少々

＜作り方＞
・じゃが芋と人参は皮をむき小さめに切って
ポリ袋に入れる

・卵は良く洗って殻のままポリ袋に入れる
・炊飯器でご飯と一緒に炊く
・火傷に注意して、ポリ袋を取り出し、粗熱を
冷ましてマヨネーズで和え塩コショウで整える



炊飯と同時パッククッキングレシピ 3

ご飯 ツナカレー かぼちゃの煮物

＜カレーの材料 1人分＞
・じゃが芋 ½ケ(50g)
・玉ねぎ 30g
・人参 20g
・ツナ缶 40g
・カレールウ 1と½かけ
・水 100cc

＜かぼちゃの煮物 1人分＞
・かぼちゃ 80g
・砂糖 小さじ1
・塩または醤油 少々



炊飯と同時パッククッキングレシピ 3の実際
ご飯 ツナカレー かぼちゃの煮物

①カレーの準備
・じゃが芋と人参、玉ねぎは皮をむき小さめに切る
・ポリ袋に野菜、ツナ缶、水、カレールウを入れる

②かぼちゃの準備
・かぼちゃは種とワタを取り食べやすい大きさに切る
・ポリ袋に砂糖、塩と一緒に入れよく調味料を絡める

＜作り方＞
・炊飯器にセットしたコメの上に①と②をのせ炊飯する
・ご飯が炊き上がったら、火傷に気を付けポリ袋を
取り出し、かぼちゃは器に盛り付ける

・カレーは深めの容器にあけて、良くかき混ぜてルウを
溶かせば完成

・ご飯と一緒にカレーを盛る



炊飯と同時パッククッキングレシピ 3の完成！
ご飯 ツナカレー かぼちゃの煮物



さんま缶とキャベツの旨煮
さんま缶とキャベツの旨煮さんま缶とキャベツの旨煮

【材料】 2人分
・キャベツ・・・・・・・140g
・さんま蒲焼缶・・・1缶(100g)
・和風だし・・・・・・・小さじ1/2(2g)
・砂糖・・・・・・・・・・小さじ1(3g)
・しょう油・・・・・・・・小さじ2(12g)
・ごま油・・・・・・・・・大さじ1(12g)

【作り方】
１.キャベツは洗ってざく切りにする
2.フライパンにキャベツと水100ccを入れ火にかけ、蓋をして蒸し煮する
3.キャベツがしんなりしたら、和風だし、砂糖、しょう油を加えひと煮たちさせる
4.さんま缶を荒く崩して加え、さっと煮る
5.仕上げにごま油を加え風味づけする
【ポイント】
＊ごま油は香りを残すために最後に加えましょう

1人分：215kcal たんぱく質13.4g 脂質12.6g 炭水化物14.2g 食物繊維3.9g塩分2.0g1人分：215kcal たんぱく質13.4g 脂質12.6g 炭水化物14.2g 食物繊維3.9g塩分2.0g



ツナ缶とキャベツの旨煮
ツナ缶とキャベツの旨煮ツナ缶とキャベツの旨煮

【材料】 2人分
・ツナ缶・・・・・・・・・1缶(80g)
・キャベツ・・・・・・・140g
・玉ねぎ・・・・・・・・30g
・和風だし・・・・・・・小さじ1/2(2g)
・砂糖・・・・・・・・・・小さじ1(3g)
・しょう油・・・・・・・・小さじ2(12g)

【作り方】
１.キャベツは洗ってざく切り、玉ねぎはくし形に切る
2.フライパンにキャベツと玉ねぎ、水100ccを入れ火にかけ、蓋をして蒸し煮する
3.キャベツがしんなりしたら、和風だし、砂糖、しょう油を加えひと煮たちさせる
4.ツナ缶を加え、ひと煮たちさせて完成
【ポイント】
＊白菜で作っても美味しい
＊あんかけにしても美味しい

1人分：215kcal たんぱく質13.4g 脂質12.6g 炭水化物14.2g 食物繊維3.9g塩分2.0g1人分：215kcal たんぱく質13.4g 脂質12.6g 炭水化物14.2g 食物繊維3.9g塩分2.0g



トマトと卵で！「トマト入りスクランブル」
トマト入りスクランブルトマト入りスクランブル

【材料】 2人分
・たまご・・・・・・・・・2ケ
・ミニトマト・・・・・・・6ケ
・塩コショウ・・・・・・少々
・サラダ油・・・・・・・小さじ2
・トマトケチャップ・・16g

【作り方】
１.たまごをボウルに割りよく混ぜる
2.トマトは半分または4等分して1に加え、塩コショウ少々も加える
3.フライパンにサラダ油を熱し、スクランブルエッグを作る
4.皿に盛り付けトマトケチャップを添える
【ポイント】
＊トマトの皮が硬い場合は湯剥きする
＊火を通しすぎると硬くなるのでふんわりと半熟程度に仕上げる

1人分：125kcal たんぱく質5.9g 脂質8.4g 炭水化物5.9g 食物繊維0.8g塩分0.5g1人分：125kcal たんぱく質5.9g 脂質8.4g 炭水化物5.9g 食物繊維0.8g塩分0.5g



肉入り具だくさん味噌汁
肉入り具だくさん味噌汁肉入り具だくさん味噌汁

【材料】 2人分
・大根・・・・・・・・・・・40g
・人参・・・・・・・・・・・20g
・じゃが芋・・・・・・・・100g
・豆腐・・・・・・・・・・・60g
・豚肉・・・・・・・・・・・40g
・和風だし・・・・・・・・小さじ1/2
・味噌・・・・・・・・・・・大さじ1弱(15g)

【作り方】
１.大根、じゃが芋、人参は食べやすい大きさに切る
2.材料が軟らかくなったら豚肉を加え、アクをとってひとにたちさせる
3.和風だしと味噌を加えて1～2分煮込む
4.お椀に盛り付ける
【ポイント】
＊根菜類は味噌を入れてから少し煮込んで味を浸み込ませる
＊ねぎや生姜をトッピングしても美味しい

1人分：125kcal たんぱく質6.9g 脂質5.3g 炭水化物12.0g 食物繊維1.5g塩分1.2g1人分：125kcal たんぱく質6.9g 脂質5.3g 炭水化物12.0g 食物繊維1.5g塩分1.2g



材 料
・米
・たまご
・豆腐
・さんま蒲焼缶詰 or ツナ缶
・肉
・大根
・キャベツ
・人参
・じゃが芋
・玉ねぎ
・ミニトマト

・サラダ油、ごま油、砂糖、醤油、味噌、和風だし、料理酒、片栗粉

各班で話し合って、置かれている材料で、主食、主菜、副菜(2品)、汁ものを
作ってみましょう。実際に在宅訪問したつもりで。。。(調理時間は約1時間です)
各班で話し合って、置かれている材料で、主食、主菜、副菜(2品)、汁ものを
作ってみましょう。実際に在宅訪問したつもりで。。。(調理時間は約1時間です)
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本日のおはなし

1.在宅高齢者の栄養の問題
～地域連携での管理の役割～

2.飲み込みやすい食事の実際と問題点

3.在宅で手軽に！栄養アップ術

4.栄養補助食品の活用の意義
～地域での栄養ケア活動の今後～





低栄養への対策 ONS

食事だけでは十分に必要栄養素が確保できない場合が多く見受けられる。
通常の食事摂取に加えて経腸栄養剤を経口で飲用する、Oral Nutritional Supplements 
(ONS) という考え方が普及してきている。在宅でも栄養補給目的で経腸栄養剤を処方され
ているケースを多く見かけると思う。医薬品の経腸栄養剤の場合、保険適応となるため、
在宅でも経済的負担が少なくなることは大きな利点である。

『栄養治療が必要な状態』であることを患者や家族に理解してもらい、
治療の一環としてONSが処方されていることを指導することが大切

『栄養治療が必要な状態』であることを患者や家族に理解してもらい、
治療の一環としてONSが処方されていることを指導することが大切

◆本来の意義◆

Oral Nutritional Supplements
＝付加的に栄養剤を経口投与すること

周術期、高齢者、急性期疾患などで、合併症発生率の軽減、
活動性の向上などの有用性が報告されており、低栄養の患者様に有用です。



静脈経腸栄養 Vol.26 No.2 17(651)-41(675) 2011

ONSの適応と利点



ONSの課題
「ONSのコンプライアンスはけっして良好ではなく、
飽きが来ないようにさまざまな味のものを提供し、
また常にスタッフが声かけを行うなどの努力が必要である。」

日本静脈経腸栄養学会JSPENのガイドライン第３版

体重1kg増加約7,000kcalの追加カロリー

1ヶ月で1kg増加 約200kcal/日×30日強の栄養追加

処方された経腸栄養剤を1日1パック飲んでもらうことを指導
ヘルスケア・レストラン2015.10

さまざまな味のものを選択

200 kcal タンパク質 約9g プラス



味の種類が多い

13%

味が良い

47%

組成が良い

22%

服薬量が少ない

6%

容器

6%

使用報告が多い

1%
安全性

5%

 経腸栄養剤をできる限り服用して頂くために、最も効果的と思われるものを一つ選んで

ください（複数可）。

□味の種類が多い □味が良い □栄養組成が良い □服薬量が少ない（高濃度）

□容器（パウチ、缶）□安全性 □使用報告が多い □その他（ ）



ONS継続のための工夫
レシピ紹介

材料
１．経腸栄養剤 ラコールNF 1パック（200cc）
２．６種類の市販粉末飲料、調味料、嗜好品

(1)ミルメーク、(2)インスタントコーヒー、(3)コーンクリーム、
(4)ロイヤルミルクティー、(5)レモネード、(6)コンソメ 各１袋

作り方
コップにラコールNF 1パック（200cc）と各食品を入れて、マドラーやスプーン
でかき混ぜる。溶けにくい場合は、栄養剤を軽く湯煎や電子レンジなどで温め
る、粉末飲料・調味料を少量の栄養剤でよくかき混ぜるとよい。



【風味の評価基準】

○：現行のフレーバーと同等またはそれ以上良好に飲用できる。

△：現行のフレーバーより劣るが、飲用できる。

×：飲用には適さない。

○

51%

△

27%

×

22%

ミルメイク 風味評価

○

36%

△

44%

×

20%

インスタントコーヒー 風味評

価

○

73%

△

18%

×

9%

コーンクリーム 風味評価

○

77%

△

20%

×

3%

ロイヤルミルクティー 風味評

価



リソースグルコパル
製品特徴（1パック:125ml）

・ エネルギー 160kcal
• たんぱく質 8g（含アルギニン）
• アルギニン 1,200mg
• 脂質 5.3g
• 糖質 19.4g
• ビタミンA             138μg
• ビタミンC              69mg
• ビタミンE             17.3mg
• クロム 9μg

高齢者に多い血糖管理を必要とするがん患者の
栄養補給に適している。
コーンスープ味で甘いのが苦手な場合にもおすすめ。
料理にも活用できる。



補助食品の料理活用例
(コーンスープ味)の栄養補助食品→スープや洋風おじやに活用

塩をプラスして
温める！！

ご飯と塩を加えて
電子レンジで温める！
たまごを＋すればさらに
栄養価アップ

塩をプラスして
温める！！
カレー粉を＋してもOK



アイソカルジェリー HC

製品特徴（1カップ : 66g）

・ エネルギー 150kcal
• たんぱく質 3g
• カリウム 20mg
• リン 32mg

少量（1カップ：66g）で150kcal（ご飯茶碗1杯）のカロリーが補給可能。
緩和期などのエネルギー補給に適している。フレーバーもバラエティー
で、患者さんの嗜好に合わせやすい!!
嚥下にも配慮したテクスチャーで高齢者でも安心して食べられる。
ゼリータイプの補助食品。



補助食品の料理活用例

豆腐味のHCゼリー →白和え

＜材料 1人分＞
・ｱｲｿｶﾙｼﾞｪﾘｰHC(豆腐)1ヶ
・ほうれん草 70g
・人参 20g
・醤油、塩 少々

＜作り方＞
・洗って3cmほどに切ったほうれん草、
千切りの人参を茹で、水気を絞り、
醤油、塩少々で下味をつける

・ｱｲｿｶﾙｼﾞｪﾘｰHC豆腐味をボウルに出し
クリーム状に練り、ほうれん草、人参
を和える



こちらの本もよろしくお願いします！

楽しく、美味しく、活き生きと☆



いわき市での最近の取り組み
・多職種合同の勉強会の開催
・高齢者の学校「寺子屋」の開催



地域での連携(多職種が集まる勉強会へ参加)

お互いを知る！
管理栄養士の存在を知ってもらう！
顔の見える管理栄養士になる！！



地域のケアマネさんへの栄養の講話、
調理実習などの依頼が増えています



いわき市での最近の取り組み
・多職種合同の勉強会の開催
・高齢者の学校「寺子屋」の開催

高齢者の学校「寺子屋」は今年度は3地域で開催

・医師会や歯科医師会、薬剤師会、栄養士会・・・・・多職種、多職域の協力！
・行政を巻き込んだ取り組み！！



東日本大震災後
フリーランスの管理栄養士として地域で活動していました

福島労災病院 406床
地域医療支援病院
地域がん診療連携拠点病院
(緩和病棟併設)
NST稼働病院
・急性期病院でのNST活動
・褥瘡チーム、緩和ケアチームなどのチーム医療

かとう内科クリニック
(有)ネットワーク調剤

・栄養指導業務 ・非常勤講師
・料理教室 ・講演 / 執筆
・在宅支援活動 ・メニュー開発
・被災地支援（栄養士会・看護協会)



調剤薬局主催の料理教室
地域の薬剤師との連携



調剤薬局での活動内容

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ほっとメニュー      

ネットワーク調剤 管理栄養士 田村佳奈美 

 

 

 

 

 

 

                       エネルギー ：81kcal   たんぱく質：2.6g        

                                 脂  肪    ：5.3g     炭水化物 ：7.6g     

                                        食物繊維  ：2.3g     塩    分 ：0.5g       

 

＜材料＞ (2 人分)  

       

 グリーンアスパラ     1 束 

 トマト          1～2 ヶ 

 バジルペースト      小さじ 1 

  オリーブオイル      大さじ 1 

  塩コショウ        少々 

 

＜作り方＞                            

① アスパラの固い下の部分は 2cm ほど切り落とし、袴をとり、4、5cm に切り 

塩ゆでし冷水で冷やす。 

② トマトは洗ってへたを取り、食べやすい大きさに切る 

③ バジルペーストにオリーブオイルを入れアスパラとトマトを入れざっくりと混ぜる。 

④ 塩コショウで味を整え皿に盛り付ける 

 

 アスパラは下の方が固い場合には下の部分だけ皮をむくと良い 

  バジルペーストが無い場合にはフレッシュバジル(バジルの葉)の 

  みじん切りとオリーブオイル、にんにくのすりおろし少々、 

塩コショウでも OK 

 

 

 

 

 

 

 

～旬のグリーンアスパラを使って～ 

「アスパラとトマトのバジル和え」 

調理のポイント 

疾患等へのアドバイス：特に制限はありません。 

            アスパラには疲労回復を助ける栄養素が含まれています。 

 

料理教室の開催 在宅メニューの提案

・薬局主催の料理教室の開催

・在宅メニューの提案

・調剤薬局薬剤師とも患者情報を共有

治療内容・療養指導のポイント

患者情報の共有



調剤薬局さん主催の料理教室

最近では・・・

会津の調剤薬局さんより管理栄養士の研修を依頼
3日間×2回

東京に本社がある調剤薬局(全国展開)さんより
「薬剤師と管理栄養士のコラボレシピ開発」



パルキッチン「みんなの交流館」がオープン
・高齢者の居場所の提供
・セミナーや料理教室の開催



学食や社員食堂の開放

男の料理
食育

高齢者の居場所
社員の健康管理

医師会、行政、多職種を巻き込んだ新しい街、地域創り！！

その中心は「食」

「食」で地域を元気に！！



フローレンス・ナイチンゲールのことば
(Florence Nightingale)

看護とは人間の基本的ニーズを満たすことで、

人間にとっては空気や光と同じように食事は重要であり

食事内容を適切に選択し適切に与えることは、

健康の維持や増進にとって大切である。



食は人を笑顔にします！

楽しく、美味しく
活き生きと!!

自分がこの先、住みたい街創り、空間創り
ご静聴ありがとうございました。



ご清聴ありがとうございました

• ＊ブログ：「管理栄養士かなの写真ブログ」
• http://kanat8rd.exblog.jp/

• ＊Facebook

• ＊クックパッド：「管理栄養士かな」
• http://cookpad.com/kitchen/4386207
•
• ＊がん情報タウン：「お手軽レストラン」
https://www.lillyoncology.jp/recipe/

• ＊E-mail:kanat6@nst-rd.name

http://kanat8rd.exblog.jp/
http://cookpad.com/kitchen/4386207
https://www.lillyoncology.jp/recipe/

