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東海大学医学部付属病院では、造血幹細胞移植
推進拠点病院の事業の一環として、研修生の受
け入れやセミナー開催等の人材育成に取り組ん
でおります。

　2016年6月11日に、関東甲信越ブロックの
造血細胞移植に携わる医師、歯科医師、看護師、
管理栄養士を対象に、管理栄養士が同種移植患
者に関わる上での有用な情報の交換や検討、さ
らには問題点をも洗い出し、解決法を模索する
事を目的にセミナーを開催し、計51名の参加を
いただきました。

 



+ 4つの講演： 
管理栄養士の役割～東海大学医学部付属病院の取り組み 

東海大学医学部付属病院　吉野　真希子 
 造血幹細胞移植後の食品の選択について移植医からの報告 

国立がん研究センター　稲本　賢弘 
味とにおい～「食べる」行為のなかでの役割をあらためて考える～ 

味の素株式会社　河合美佐子 
味覚障害の診断と治療―味覚障害に関与するがん化学療法の口腔有害事象についてー 

東北大学大学院歯学研究科　庄司　憲明 



+ グループディスカッション 
Aグループ：チームワークについて（1グループ） 
Bグループ：入院中の食事栄養管理について（3グループ） 
Cグループ：退院後の食事栄養管理について（2グループ） 

 
グループテーマにそって、問題点抽出から解決法検討までを 

ディスカッションしていただきました。 
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+

☆問題点 

・人員不足、マンパワー不足 

カンファレンスにて情報収集 

Ns等の連絡にて対応 

CRに入る前にラウンド 

ENT指導 

CVHDが長期になっているPtへの対応不足 

カンファレンスで人員がたりない 

栄養士との連絡ノート作成 

NSTの時に栄養状態が悪いPtを把握 

状態がわるくなってから行っても会えない時がある 

→前もって顔合わせしておく 

栄養士として・・・ 

入院前の食事生活を知りたい 

医師・・・ 

移植前からすべてのPtに介入し、情報収集し

やすいｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ作り 

（顔を知っているということ大切） 

CRに入室中にも思わずもれる一言が聞ける 

歯科としても人材不足 

全例、特別な介入が必要とし、介入している 

（３日以内）Nsがスクリーニングしている→

全例介入することが困難な時あり 

指導にあたってのスキル不足 

時期に合わせた指導内容が困難 

本当にそれでよいのかという自信ももてない

→Ptができる方法を一緒に検討している 

Aチームワーク 
 



+
CRに入る前に関係をつくっておくと、Ptへの 

受け入れも良好な印象あり 

教材から学ぶこと以外に実践しているDrや 

Nsの経験から学べることもたくさんある 

→教えてもらえる環境作りも大切 

 

≪解決策≫ 

・病棟と栄養士との関係作り、顔合わせを行う 

・情報共有できる方法 

（入院も目的、元々の生活Ptの性格など） 

・マンパワーが少ない状況の中で必要な情報を交換する 

・カンファレンス以外でも、栄養アセスメントやカルテ内容をみて介

入が必要そうなPtの状況を病棟スタッフに聞いてみる 

・できるなら、カンファレンスに参加してもらい、情報共有していく 

・栄養指導の加算がとれると、病院側にも見える化できる ・症例をみんなでまとめて 
お互いのスキルアップを図る 

・Nsが忙しそうで話しかけにくい 

　栄養士が何をしてくれるのかNsも 

　把握できていない 

・NST加算がある病院、ない病院あり、 

　栄養士としてやっていることの見える化、 

　アピールができない 

・スキルが上がるとカンファレンスでも 

　発言しやすい 

・専門の人が病棟に来てくれるとNsも 

　相談しやすい 
（Pt本人、多職種etc） 
 

Aチームワーク 
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Ｂエビデンスがない！（入院中）対策 
問題点（課題） 

◎フードサービス（給食） 

 

・時宜を得た対応ができない 

　システムがない　タイミング 

　　　　　　　　　嗜好 

　　　　　　　　　バリエーション 

・食べてくれない 

・衛生管理基準がない（施設内、訪設間） 

・持込食 

　QOL ・嗜好 

　栄養  ・偏り 

　　　  ・把握 

　衛生　 

◎一口でも食べる 

・消化管をつかう 

栄養バランス<消化管免疫 

◎将来を見据えた対応 

元々の食嗜好 

・〇〇食（食種）設定 
　アラカルト食、選択食 
・食べられなくなった人限定 

衛生 
基準 

持ち込み食も院内基準 

をどう決めるか？ 

・実際の運用を調査（レトロに）⇒エビデン 

スになる？ 

有害事象の発生頻度 

食事摂取量の記録・ルール 

持ち込み基準（パンフレット）つくる 

管理栄養士が指導・相談 

（家族に） 

（本人に） 

理解度の検証 

食べられない理由の確認・共有 

タイムリーに 

味覚形成VS短期だから大丈夫では？ 

特に小児 

栄養のカンファ 

看護師が気づいたら 
個別対応 

HACCPの考え方 

食事摂取量の 
記録・ルール 

電 
カ 
ル 

活用 
方法 

病棟 
配置 

栄養士 

看護師 本人が選んで
チェック 

さきとり対応者 

認識がそれぞれのことも 
B-1入院中の食事栄養管理について 
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すぐにできそう？ 

　施設内確認 

　　　　　（衛生・持ち込み） 

◎栄養指導体制 

　　　　タイミング　退院前 

　　　　　　　　　　　  入院中 

　　　　       電話相談　 外泊前 

外来につなぐ 

 

 プライマリNsが 
一貫指導 

管理栄養士に 
言ってみる 

やれるかも 

こうしたらいいのに 

在宅で 
調理してみないと 
確認できない 

在宅を支える 
 

ルール 
B-1入院中の食事栄養管理について 
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食品の基準 
◎適した栄養量は？　☆経口の重要性？ 

☆できるだけ口から 

栄養指標は何？ 
体重（浮腫は？） 
Alb、プレAlb　 
インボディ（体組成） 

栄　たりない 
Dr　あまり栄養いれたくない 

・知識・教育・スタッフ間の考えの相違 問題点 

混合病棟―スタッフに経験知識少ない 
　　　　　多忙で指導に時間をさけない 
　　　　　 スタッフが移動 
・主医によって意見が異なる 
・3段階に分けて食品のパンフレットを作成 
　→指導内容を統一→説明の職種を決める 
・細かい食品の判断がむずかしい 
・基準が施設内でも他の施設でも異なる 
・基準正しいものがわからない→目標エネルギーは？ 
・患者自身で止めている食品等が病院で提供○か×か 
　はっきりできない→入院食対応するか？ 
・時系列で基準がはっきりすると良い 
・治療中に適する栄養量は？ 
　最低必要な栄養の考えがスタッフ感で異なる 
・食べられないことをあまり重視しない医師も 
・栄養士が治療開始から入り摂取量報告 

☆少しでも食べている人の方が食思不振に　　　　
おちいる患者さん少ない感じ 
 
○栄養状態の評価は何でみるか？ 
 
○必要量について研究してみる？ 
　　→基礎代謝×　　　　　で考えてみる 
　　　　実施むずかしい？コントロール群は？ 
 
　　目標量を決める基準は？ 
　　　　　　　　　何で？ 
　　　　　患者の意見、状態？ 
 

B-2入院中の食事栄養管理について 
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①適した栄養量 
　　どのように調査？研究してみる？→実施困難？ 

 
②食品の基準 
　　参加施設間で対応を調査 
　　→相違点を議論 
　　→何かあった！という基準は？禁止する根拠 
　　　　時系はどのように区切る？ 
　　　　いつまで　だめ？　何故？ 
　　　　退院後わからない 
　　　　移植して2年は注意 

 
③経口の重要性 
　　経口をやめるタイミングは？ 
　　　患者の苦痛が目安（匂いみるのも× 
　　  経口開始のタイミングは？ 

 
　持ち込み 
　栄養補助食品は患者自身のUP状況わからないので使用しない。 

B-2入院中の食事栄養管理について 
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①どの程度栄養を充足すべきなのか？ 

②Dr.から↑は求められているのか？ 

③腸を利用しつづける有益性？ 

　　Pt.への説明の仕方 

④感染面からの禁止食品のマニュアル化 

　　持ち込み含め（V.S.Pt.の希望）明確にDrも含め 

⑤特別食がない、有効性は？ 

⑥介入のタイミング（Ptの体調など）　 

⑦移植前からのPtとの関係作り 

 

⑧どこまで個人対応していくのか（委託給食） 

⑨Ns.Dr.の栄養知識不足 

⑩感染管理職の基準 

　　（ゆるめたくても、エビデンス不足） 

まずはスタッフ間で統一 

栄養士と 
Nsの 
必要性に 
ズレ 
 

病棟常駐、Nsとの連携 

訪問する前に確認 

B-3入院中の食事栄養管理について 
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①栄の病態知識の向上 

 

②Drとのディスカッションの機会 

③DrのIC後に伝える 

　　　感染の怖さ 

 

④病院内で統一マニュアル作成し、スタッフ間で共有 

⑤実際に調理する人がPtの状況を確認する。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　（必要性） 

できることから個別対応 

⑧出来る範囲で 

⑨栄養士が勉強会（エビデンスを含められるとよい） 

間も…→エビデンスになっていく 

B-3入院中の食事栄養管理について 
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フォローアップ外来 

・薬剤師、栄養士へは直接TEL 

・栄養の質問　看護師さんが窓口 

・新潟　外来出来て1年目 

・初回は栄養士必ずかかわる 

治療の進み方で指導内容かかわり変化する 

　免疫抑制剤 

　食べられてきたらcho↑など 

・感染予防より食事に対する質問多い 

・フォローアップ外来は経験のある 

　看護師が行っている 

 

☆作られているパンフレット 

　　感染予防中心 

　　味覚正垣 

　　口腔内乾燥 

　　食べる事少ない情報 

　 

☆ 

栄養士としては… 

4月から診療報酬 

　 

ここの皆さんで 
作りましょう 

患者さんから情報
収集 

C-1退院後の食事栄養管理について 
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☆患者さんのレベル把握して、 

患者自身が確認できる指標があると良い 

 

 

患者の哲学　食べなければよくならない 

　　退院する患者さんからこれから治療する 

　　患者さんへメッセージを伝える 

患者さんの味覚感度が自身ではかれるもの利用 

食事バランス1～2ヶ月くずれても
いいと思う 

ジレンマ 

💮 

C-1退院後の食事栄養管理について 
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〈問題点〉 

・どのように管理栄養士をまきこむか 

・オンタイムで介入してもらえない 

 

 

　　後日は問題解決している 

 

 

　　そのうちやせてる 

 

・ENT後3ヶ月くらいは食べられない 

・TP、Alb、BWなどチェックシートの作成 

・Pt自身が自分をプレゼン 

　　（Pt参加型の医療） 

・味覚が変　　あじの素 
　　　　　　　　　うがい薬+味の素　もしかして効果的！？！？ 

〈解決策〉 
実は入院中からのチームとして 
積極的な関わりが重要 

・Ptの背景など 
・スクリーニング方法 
・誰がキャッチし、 
　栄養士へつなげるか 

・ENT時に必要量などの目安と栄養の必

要性をきちんと指導する 

・栄養剤・濃厚流動食品も上手に活用 

・アミノ配（BCAA） 

 

C-2退院後の食事栄養管理について 


