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多職種と語りたい！

はじめのチーム医療
ippo一
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医療法人社団偕翔会 豊島中央病院
管理栄養士

今回のゲスト

本連載では，さまざまな領域で，
さまざまな専門性をもちながら活躍
する個性豊かな多職種のみなさんと，
医療や看護について語り合います！

小
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元看護師・著述業．茨城県行
方（なめがた）市生まれ，著
書に『おたんこナース』『看護

〈真実〉辞典TRUTH』など．
行方大使．

ナビゲーター

―まず，管理栄養士の仕事とはどのようなものか，教えていた
だけますか？
管理栄養士というと，「給食を作っているんだね」などと言わ

れることが多いのですが，管理栄養士の働く場所は多岐にわた

り，病院や保育園，小学校，企業など，さまざまな場所で業務

を行っています．

業務内容についてもかなりの幅があり，病院に勤務する管理

栄養士であっても，その病院にどのような患者さんがいるかに

よって変わってきます．私の場合は，当院に透析を受けている

患者さんが多いこともあって，栄養管理・栄養指導が中心となっ

ています．

1日の流れをお話ししますと，まず，朝は経管栄養の準備か

ら始まります．そのあとは，カルテを見て，患者さんの食事摂

取状況や，発熱，排便などについても確認します．その後，栄

養指導を行っていきます．外来でも行っていますし，病棟や透

析室に行って，患者さんのベッドサイドで行うこともあります．

昼になると，患者さんが昼食を摂っているところに伺い，「い

かがですか．量は多くないですか」などと声をかけたり，食事

その人が「どうしたら
食べられるか」を考える

〜その人に適した食事で心身を支える〜

看護
管理栄養士

第20回
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の様子を観察したりします．

管理栄養士が病棟に行くというイメージは，あまりないかも

しれませんが，患者さんの食事の様子を実際に見ることは，と

ても重要です．たとえば，患者さんがむせている場合は，嚥下

機能が低下していると考えられますので，患者さんの嚥下機能

を評価し，誤嚥を起こしにくい食事形態に変更する必要があり

ます． 

また，嚥下機能の低下以外にも，食事の摂取量の低下には，

さまざまな原因があります．味が薄くて食が進まないとか，魚

が苦手だから魚禁止の献立にしてもらったら，同じものばかり

で飽きてしまったとか……．それぞれの患者さんに対して，ど

うすればきちんと食べられて，栄養が不足せず，元気になって

もらえるのかを考えていきます．

―病院食は，「味が薄い」「飽きてしまう」といった感想も聞かれ
ますね．何か工夫されていることはありますか？
当院の献立は5週サイクルになっていて，5週間が終わった

らまた最初に戻る，というかたちになっています．そのなかで，

患者さんに希望や嗜
し

好
こう

を聞いて，できるだけ取り入れるように

しています．

あとは，月1回，必ず「行事食」を入れています．敬老の日，

お月見，クリスマス……，行事食のときは，食事にカードを添

えて，ひと目でわかるようにしています．そうすると患者さん

もいつもより箸
はし

が進むようで，行事食の日は食べられる割合が

増えますね．

あとは，カレーは木曜日のお昼，などと，人気のあるメニュー

は曜日を特定しています．入院生活のなかでも，食事という楽

しみをもってもらえたら嬉しいですね．

病院食だけではどうしても食が進まない，という患者さんに

は，ご家族に協力してもらい，患者さんの食べたいものを用意

してもらう場合もあります．終末期でペースト食の患者さん

だったのですが，どうしても食が進まず，ご本人に何が食べた

いか聞いたことがありました．すると「うなぎが食べたい」との

ことだったので，ご家族にうなぎの蒲焼きを買ってきてもらっ

たら，丸一匹，見事に完食されました．

―お仕事のなかで，看護師とはどのように連携していますか？
看護師からは「この患者さんが食事を摂れていない」「この患

者さんの食事形態をどのようにしたらよいか」といった相談を

受けることがあります．その場合は，一緒に患者さんのところ

へ行って状態をみるなどしています．

反対に，私たち管理栄養士が記録を見て，この患者さんは食

事が摂れていないなと判断して病棟に行き，看護師に相談する

こともあります．

また，栄養管理・栄養指導においては，看護師のみなさんが

日々書いてくれている，食事摂取量の記録がとても貴重な情報

となります．主食がどのくらい，副食がどのくらい摂取できた

か，といった記録内容から考えて，食べられていない分の食形

態を変更したり，栄養補助食品を追加したりしています．

こうした連携以外にも，日々のちょっとした情報交換にもと

ても助けられています．私が食事の準備にかかわっていること

を知っている患者さんは，私には気を遣ってくださり，不満を

言わないことがあります．一方で看護師には，「毎回同じよう

な食事で飽きちゃうんだよね」なんて，ポロッと言うこともあ

るんです．

多職種から得られる
情報を活用する

カルテで患者さんの食事摂取状況を
確認．あわせて，看護師が記録した
身体の情報も必ずチェック（左）
情報収集が終わると患者さんのベッ
ドサイドへ．透析中の時間も患者さ
んとコミュニケーションをとって，
関係性を作っていきます（右）
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その反対もあって，患者さんが私に，看護師のケアについて

お話しされることもあります．そのため，看護師とは，お互い

に患者さんから聞いたことを情報交換しています．

―看護師以外の多職種とは，どのように連携されていますか．
月1回，多職種で栄養管理委員会として活動を行っています．

医師，看護師，理学療法士，臨床工学技士，臨床検査技師，薬

剤師，事務員，管理栄養士が集まりますので，多くの情報を得

ることができます．

とくに，私はリハビリテーション中の状況についてはなかな

か知る機会がありませんので，ここでリハビリの様子を聞くこ

とができると，患者さんにかける言葉も変化していきます．た

とえば，「リハビリをすごく頑張っていらっしゃるので，もう

少しお食事を召し上がったほうがよいですね」などです．

また，栄養状態の改善については，医師に相談することで，

違った見方もできるようになるため，非常に有益です．多職種

の視点から多角的に考えていくことは，とても重要ですね．

―患者さんへの指導の際に工夫されていることはありますか？
患者さんに合わせて，その方の欲しい情報を，わかりやすく

提供するようにしています．

たとえば，現在，栄養補助食品は非常にたくさんの種類があ

ります．以前は甘いものしかありませんでしたが，スープや豆

腐のようなものなど，さまざまな味・形態があり，患者さんの

嗜好に合わせて選べるようになりました．また，現在では，ド

ラッグストアで誰もが気軽に購入できるようになっています．

ただ，ドラッグストアで購入できる食品は処方できる栄養剤と

は違い，価格は高めになりますので，その点もきちんと説明す

るようにしています．

さらに，最近は高齢の方などには，宅配食の紹介をすること

も増えました．このように，たくさんの情報があるなかから，

患者さん・ご家族にあったものをお伝えしていくことは，ます

ます重要になってくると思います．

あと，栄養指導は，患者さんご本人だけでなく，ご家族と一

緒に行うことも大切です．奥さんや，一緒に暮らしている娘さ

ん，お孫さんなどから依頼を受けて行うこともあります．

患者さんご本人がまったく関心がなくて，奥さんがすべてを

把握されている，といったケースもありました．そのため，本

人だけでなくご家族のお話を聞くことも重要です．

―指導の際に苦労されていることはありますか？
当院では透析を受けている患者さんが多いのですが，慢性腎

不全の保存期と透析期では食事制限の内容が変わり，混乱しや

すいんです．そのため患者さんやご家族に，今の段階での適切

な食事をきちんと理解していただけるように気をつけています．

また，透析を受ける患者さんでは，もともと糖尿病をもって

いた方が多く，長年糖質などを制限し続けてきたケースが多い

です．そのまま透析を行ってしまうと，透析はエネルギーを使

いますので，エネルギー不足となってしまいます．

ほかにも，もともと食が細い高齢者に，透析の食事指導をそ

のまま行ってしまうと，患者さんは「あれもダメ，コレもダメ」

と思ってしまい，食事量がますます少なくなって，栄養不足に

おちいってしまいます．こうしたケースがあるため，その人に

合わせた食事内容を考えていくことが大切です．

そして，食事のコントロールがうまくいっていない患者さん

へのアプローチも，その人の状況や特性をとらえて，注意する

必要があります．

たとえば，医師や看護師から，すでに検査データについて説

明・指導を受けている患者さんに対して，また「このデータが

よくないですね」といった説明をすると，さらに追いつめられ

てしまいますよね．そんなときは「検査データはどうでしたか」

と尋ねて，ご自身の言葉で話してもらうようにしています．

性格も人それぞれなので，食事内容の改善を提案する場合も，

その人に合わせていきます．ほめると頑張ってくださる方もい

れば，少し厳しめに伝えて，「頑張らなきゃ」という気持ちになっ

てもらうとよい方もいますね．

第20回
看護×管理栄養士

看護師との情報交換も，患者さんを多方面からみるために大切．「当院には気
さくで話しやすい看護師が多いんです」と瀧澤さん

その人の状況を考え，
その人に合わせた表現で
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はじめのチーム医療 一

周りを頼る．どれくらい頼っていいのか，その
加減が難し

くて頼れない．そんなふうに思う人がいるかも
しれません

が，頼ることもキャリアを重ねながらうまくな
っていけば

いいのだと思います．周りに力を借りることも
．

お話を終えて

患者さんからお話を聞くときも，表現のしかたは人によって

さまざまなので，気をつけています．たとえば，「少しは食べ

ている」「たくさん食べた」「そんなに食べてない」と言われても，

それが具体的にどのくらいの量を示すのかは，人それぞれ違い

ますよね．

―印象に残っている患者さんの事例はありますか？
70～ 80歳代の男性で，脳出血を起こして嚥下困難と診断

され，胃
い

瘻
ろう

を造設してから当院に転院してきた患者さんです．

その患者さんが「ご飯が食べたい」と言ったため，医師に相談

して，試しにゼリーを経口摂取してもらいました．そうしたら

全然むせなくて，スムーズに嚥下することができたのです．

そこで，経管栄養は継続しながら，お昼だけ，ペースト食の

経口摂取を始めました．すると，食べたときに患者さんが，嬉

し涙を流されたんです．そのときは奥さんもいらしていて，2

人で本当に喜ばれていました．

一度胃瘻を作って経口摂取を禁止されてしまうと，二度と口

から食べられないと思ってしまいがちです．しかし，この患者

さんから「経管栄養・胃瘻が最終手段ではないんだ，経口摂取

を諦めなくてもいいんだ」ということを教えてもらいました．

この患者さんは現在も入院されていますが，今後は経口摂取

の回数を増やすことや，食形態をペースト食から超きざみ食（き

ざみ食にとろみをつけたもの）に上げていくことも検討してい

ます．

―今後，医療や栄養については，どのように変化していくと考
えられますか？　また，そのなかで瀧澤さんはどのような活動
をしていきたいですか？
高齢の方が増えていますので，嚥下の問題や低栄養について

は，ますます重要になってくるかと思います．そこで私たち管

理栄養士にとっては，口からしっかり食べられる人をいかに増

やすか，というのが課題だと思います．食べられない人を放っ

ておかず，きちんと栄養が摂れるように支援していくことが大

切です．

また，誤嚥性肺炎の防止も重要だと思います．現在，誤嚥性

肺炎は，患者さんやご家族にとって，あまり危険なものとして

認識されていないように感じています．

たとえば，入院中には病院でとろみのついたお茶を飲んでい

ても，退院後には普通のお茶を飲んでむせてしまい，誤嚥性肺

炎を起こして入院するようなケースがあります．

そこで，誤嚥性肺炎の危険性や，どのようにしたら誤嚥が防

げるのか，咀
そ

嚼
しゃく

・嚥下の機能が低下してきたらどのような調理

の工夫が有効なのかを，私たちがみなさんにわかりやすく説明

していく必要があると思います．

―最後に，看護学生のみなさんにメッセージをお願いします．
管理栄養士にも国家試験があるので，私も学生のときには，

試験勉強に追われた時期がありました．そのとき，「こんなに

たくさん勉強しても，本当に役に立つのかな」と思ったことも

ありました．けれど就職してみたら，やっぱり勉強したことは

無駄ではなかった，ということがわかりました．

学生時代に学ぶことは基本的なことなので，言ってしまえば，

「広く浅く」です．私も今思えば，学生のときは表面上しかわかっ

ていなかったなぁ……ということがたくさんあります．

就職したあと，さまざまな患者さんを目の前にすると，教科

書で学んだ理論があてはまらなくて悩んだこともありました．

そこで患者さんにきちんと向き合い，どうしたらよいかを考え

ることで，より深く知識が身についていくんです．

そのためにも，学生時代に基本理論をきちんと学んでおくこ

とが大切です．大変だな……と感じることも多いとは思います

が，それを臨床で患者さんのために活用できることを，楽しみ

にしていてください．

あと，臨床に出てからは，チーム医療ですから，ぜひ周りを

頼ってください．臨床では，いろいろな知識をもった専門職が

連携して活動しています．たくさんの専門家の力を借りて，ぜ

ひ視野を広げていただきたいです．
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