
さいたま市介護支援専門員協会
事例合同検討会

公益社団法人埼玉県栄養士会 常任理事

期日：2022.11.11（金）14：00～16：00
（14：10～14：40）

zoomによるオンライン

栄養ケア・ステーション 活用と実際

栄養ケア・ステーション部部長
地域活動事業部運営委員長

管理栄養士 川嶋啓子 1



〇（公社）埼玉県栄養士会の紹介

〇栄養ケア・ステーションについて

〇地域包括ケアと連動した栄養ケアの必要性

〇管理栄養士による栄養食事指導（栄養管理）

〇診療報酬・介護報酬の改定に伴う栄養食事指導

〇栄養ケアユニットと認定栄養ケア・ステーション

〇介護予防・日常生活支援総合事業での訪問栄養食事指導

〇目指せ！地域栄養ケアネットワークの構築

内 容
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公益社団法人 埼玉県栄養士会 （令和4年9月現在 会員数1537名）

西部 川越市

北部東部医療 学校健康教育

総務部 企画学術部 広報部 組織部

職域
事業部

地域
事業部

公衆衛生 地域活動研究教育 福祉

勤労者支援

さいたま市南部

会長＜業務組織図＞
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事務局：さいたま市浦和区



栄養ケア・ステーション

食・栄養の専門職である管理栄養士・栄養士が所属する
健康づくりや病気の予防・改善など栄養ケア業務を行う
地域密着型の拠点

個々人の状況に適した栄養管理の必要性
介護予防の必要性 （要支援、要介護者の増加）
地域包括ケアシステムと連動した栄養ケア

戦後の栄養改善の必要性

ニーズの変化

地域活動栄養士（フリーランス）

との連携、活用
（起業栄養士含む）

⇒

成人病予防
生活習慣病予防
特定保健指導（2008年）
高齢者の栄養改善＊日本栄養士会では 2008年～都道府県に設置

＊認定栄養CS制度開始 2018年～
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活動の実際 ＜栄養改善、健康づくりに関する事業＞

〇食育推進事業
（食育出前講座、料理教室等）

〇栄養改善・健康づくり、生活習慣病予防事業
（栄養相談、健康教室、特定保健指導等）

〇疾病の重症化予防、介護予防事業
（栄養食事指導、栄養講話、介護予防教室等）

〇地域包括ケアシステムに関する事業
（ケア会議助言者、地域拠点事業の推進）

〇その他、食事の栄養分析、メニュー開発等
災害時における栄養・食生活支援
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＜市民健康栄養講座・無料栄養相談＞

第１回 ４月６日（水）認知症を予防しよう！（楽しく脳トレ）
第２回 ６月１日（水）「食べて元気にフレイル予防」
第３回 ７月６日（水）「健康のため水を飲もう」
第４回 ８月６日（土）“栄養の日”のイベント
第５回 ９月７日（水）災害に備えて（非常食・缶詰料理）
第６回 １０月５日（水）血糖値が気になる方へ
第７回 １１月２日（水）むせや飲み込みが気になる方へ
第８回 １２月７日（水）おいしく減塩！
第９回 ２月１日（水）運動と食事 筋力アップ！
第10回 ３月１日（水）骨粗しょう症を予防しよう！

内 容：講話、骨密度測定、栄養・食生活相談コーナー

時 間：10：00～11：00
受 付： 9：30から
場 所：公益社団法人埼玉県栄養士会 会議室

〒330-0063 さいたま市浦和区高砂3-10-4

埼玉建設会館4階（地下1階からもエレベーターあり）
対 象：どなたでもご参加いただけます
参加費：無 料 定員：20名（先着順）

お問合わせ/お申込先：公益社団法人埼玉県栄養士会
TEL：048-866-7925 FAX：048-866-7926

（2017年、公益社団法人日本栄養士会が定める）

栄養の日 8月4日
栄養週間 8月1日～8月7日



ケアマネジャ―の協力
多職種の協力栄養ケアに関する

情報の提供

地域包括ケアシステムと連動した栄養ケアの必要性

7

一連で切れ目のない
適切な栄養管理が必要！

病院（入院）
NST（栄養サポートチーム）による
栄養改善で疾患の治療効果

介護施設（入所）
多職種協働による栄養ケア・マネジメント
による栄養管理で低栄養の予防改善

出典：平成２８年３月
地域包括ケア研究会報告書より

在宅療養
要介護高齢者の栄養管理は・・・？

食べることは生きること
地域でいきいきと暮らすために重要な食生活
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管理栄養士による栄養食事指導

〇予防的対応・・・低栄養予防、疾患の重症化予防など

〇疾患・症状別対応・・・脳血管疾患、心疾患、骨粗しょう症、糖尿病、腎疾患、

COPD、摂食嚥下障害、認知症、便秘・下痢、褥瘡、
緩和ケア他

個々へのアセスメント
（いわゆる）栄養診断

必要な栄養食事指導

在宅でその方にとって可能な
食事・栄養の摂取方法の提供

・摂取量
・栄養の問題点
・生活環境や病識、行動など 栄養ケア

老老介護

独居
経済困難

調理困難
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栄養食事指導（栄養管理）

①外来栄養食事指導
・病院、診療所（クリニック）

※いずれも医師の指示書が必須

②訪問栄養食事指導
・在宅訪問栄養食事指導（診療報酬）
・管理栄養士の行う居宅療養管理指導（介護報酬）
（医療機関：指定居宅サービスみなし事業者） 指示書

雇
用
（
非
常
勤
含
む
）

栄養食事指導
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診療報酬改正に伴う栄養食事指導 埼玉県栄養士会HPより
（2020年）
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介護報酬改正に伴う栄養食事指導
埼玉県栄養士会HPより

（2021年）
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訪問栄養食事指導（居宅療養管理指導）
地域包括支援センター、居宅介護支援センター

食生活や栄養状態に課題のある方
ホームヘルパー等からの情報
その他多職種からの情報

ケアプラン反映ケアマネジャー

本人・家族への説明（栄養ケアの必要性）

主治医との調整「訪問栄養食事指導」の相談・依頼

栄養士会（栄養CS）に相談・依頼

訪問栄養食事指導の開始 栄養ケア計画

人材バンク登録管理栄養士 請負契約

栄養ケアユニット・認定栄養CS

委
託
契
約

依頼



＜栄養ケアユニット（医療機関拠点）＞

訪問栄養食事指導・外来栄養食事指導

・在宅訪問栄養食事指導（医療）
・管理栄養士の行う居宅療養管理指導（介護）
（医療機関：指定居宅サービスみなし事業者）

通所デイでの栄養改善、介護予防など

地域包括支援センター・居宅介護支援センター・訪問看護ステーションなどと連携
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1.丸木記念福祉メディカルセンター（入間郡毛呂山町）

2.赤心堂病院 （川越市脇田本町）

3.埼玉精神神経センター （さいたま市中央区）

4.籠原病院 （熊谷市美土里町）

5.行田中央総合病院 （行田市富士見町）

＜栄養ケアユニット＞ （令和4年9月現在）
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たとえばこんな時・・・

〇脳梗塞術後、高血圧治療中で方で減塩が中々できない

〇糖尿病食がよくわからないし、痩せられない

〇糖尿病で通院しているけど、偏った食生活をしている

〇飲み込みが悪くて食べられなくなってきた

〇食欲がおちてきて痩せてきている

〇腎臓食？何をどのように食べたらいいかわからない

などなど



＜認定栄養ケア・ステーション＞（令和4年9月現在）

1.まちかど健康相談室（ぽけっとステーション） 和光市

2.特定非営利活動法人オレンジ 熊谷市

3.特定非営利活動法人栄養サポートみかん 鴻巣市

4. MIRAIほほえみーる ふじみ野市

5.料理＆カルチャー教室「いーとぴあ」 蕨市

6.たから薬局 東松山店 東松山市

7.日本調剤 毛呂薬局 入間郡毛呂山町

8.日本調剤 わらび薬局 蕨市

9.パル 富士見市

10. 薬局オリーブファーマシー 蓮田市

11. TOROto kitchen＆Coworking Space さいたま市北区

12. PlusN さいたま市大宮区 16
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栄養士会：マンパワーの確保
スキルの担保

栄養士会
ケアマネジャー

周知・理解

（登録管理栄養士）
課題は多く難しい
けれど・・・
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埼玉県栄養士会HPより
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介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）

訪問型サービスC
専門職による短期集中サービス

「訪問栄養指導（訪問型サービスC）」
生活機能についての問診票を用いた調査を行い要支援・要介護状態となる
おそれのある高齢者に対して、管理栄養士が訪問し、低栄養や生活習慣病
予防などのための栄養バランスの改善を行います。

（川島町取り組み紹介より）

市町村の取り組みと
訪問栄養食事指導

（医師による指示書なしで介入）

ケア会議等での働きかけ

川越市
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〇高齢男性、独居で調理をしたことがない

〇高齢で面倒になってきたので簡単調理方法を知りたい

〇惣菜中心の食生活、どう選んでいけばいいの？

〇柔らかおかず、野菜中心の食生活で痩せてきている

〇食欲がおちてきて痩せてきている

〇何をどのように食べたらいいかわからない

などなど

たとえばこんな時・・・



これからの栄養ケア・ステーション

医師、歯科医師、看護師
薬剤師等の医療職種の理解と協働

行政職員の理解と連携
介護支援専門員、
ホームヘルパー等の理解と協働

医療機関（病院・クリニック）
調剤薬局
訪問看護ステーション

市町村（行政）
社会福祉協議会
地域包括支援センター

企業
スーパー等
自治会・地域施設

地域コミュニティの理解と連携
ネットワークの構築

マンパワーの確保
質の担保

各所への周知と理解
各所との連携

地域栄養ケアネットワークの構築

地域住民
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お問い合わせ先
公益社団法人埼玉県栄養士会

栄養ケア・ステーション

住 所 埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目10番4号

埼玉建設会館内

連絡先 TEL 048-866-7925

FAX 048-866-7926

E-mail     s-eiyou@fancy.ocn.ne.jp
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ご静聴ありがとうございました。

mailto:s-eiyou@fancy.ocn.ne.jp

