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■ は じ め に ■

わが国の高齢化率は 28.4％（2019 年，総務省）となり，2040 年には 35.3％になる
と見込まれています。高齢者に対する社会保障給付費 （年金・医療・福祉その他を合
わせた額）は過去最高水準（約 115 兆円）で，今後も増加すると推定されています。

高齢者が住み慣れた地域に住み続け，医療・介護サービスを受けて介護予防，生活
支援が提供される地域包括ケアシステムでは，自助・互助・共助・公助の視点と多職
種協働を基に地域共生社会を作り出します。

療養者や要介護者の大半は在宅で生活しています。療養者や要介護者の QOL の向
上には，最期まで口から食べることの支援が不可欠で，在宅での栄養ケアサービスの
需要が増すことが予測されます。

近年，管理栄養士養成において在宅栄養支援に関する知識とスキルを養うことが重
要視されてきています。傷病者・障害者に対する管理栄養士の役割として，栄養管理
プロセス（NCP：nutrition care process）を理解し，実際に栄養状態の評価・判定（栄養
診断）や栄養介入ができるスキルを身に付ける教育は早急に行わなければなりません。

本書は，序章で福祉・介護における管理栄養士の役割りを理解し，第 1 章と第 2 章
では福祉・介護領域で管理栄養士に必要な知識を系統的に学べるように，制度や基本
的な事柄を記述しました。第 3 章では在宅訪問にかかわって特に留意すべき事柄に重
点を置いた栄養アセスメントについて記すとともに在宅栄養ケアプロセスの理論を記
述し，特にこれに関する言語の国際標準化で提案されている栄養診断を理解します。
第 4章では在宅におけるさまざまな障害者や要支援・介護者を理解し，栄養支援がで
きるよう解説し，併せて演習事例を提示し，在宅訪問栄養食事指導の実践へ向けた教
育効果が高まるよう意図しました。第 5 章では管理栄養士の在宅訪問栄養食事指導の
スキルを身に付けることができるよう，各種書類の様式例等も含めた実践的知識を詳
細に記しています。なお，管理栄養士が行う訪問栄養食事指導は，介護保険制度にお
ける「居宅療養管理指導」と医療保険制度における「在宅患者訪問栄養食事指導」の
2 つの枠組みで行われますが，本書では，この 2 つを合わせて「在宅訪問栄養食事指導」
としています。

管理栄養士養成教育の場だけでなく，在宅栄養ケアを実践している方々にも活用し
ていただければ幸いです。読者からのご批判，ご教示を頂きながら，さらにより良い
ものにできればと願っています。

2020（令和 2）年 4 月
 編者一同
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■ 1）地域共生社会
地域共生社会とは，制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手・受け手」という関係
を超えて，地域住民や地域の多様な主体が “我が事 ” として参画し，人と人，人と資
源が世代や分野を超えて “丸ごと ” つながることで，住民一人ひとりの暮らしと生き
がい，地域をともにつくっていく社会と規定されています 1）（表 1-1）。
管理栄養士は，地域共生社会の実現に向けて栄養・食事の視点から，地域課題を解

決していきます。具体的には，配食サービス，デイサービス，サロン事業，まちの保
健室をはじめとした地域住民の健康づくり，子育て支援，介護予防，認知症予防など
において，管理栄養士としての専門性の発揮が期待されています。

１　地域共生社会と社会資源

第1章	地域共生社会と在宅栄養支援

「地域共
生社会」
とは

◆�制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手・受け手」という関係を超えて，地域住民や地域
の多様な主体が“我が事”として参画し，人と人，人と資源が世代や分野を超えて“丸ごと”
つながることで，住民一人ひとりの暮らしと生きがい，地域をともに創っていく社会。

改革の
背景と
方向性

公的支援の「縦割り」
から“丸ごと”への
転換

○個人や世帯の抱える複合的課題などへの包括的な支援。
○人口減少に対応する，分野をまたがる総合的サービス提供の支援。

“我が事”・“丸ごと”
の地域づくりを育む
仕組みへの転換

○�住民の主体的な支え合いを育み，暮らしに安心感と生きがいを生み
出す。

○地域の資源を活かし，暮らしと地域社会に豊かさを生み出す。

改革の
骨格

地域課題の解決力の強化 地域を基盤とする包括的支援の強化

・�住民相互の支え合い機能を強化，公的支援と協
働して，地域課題の解決を試みる体制を整備。

・�複合課題に対応する包括的相談支援体制の構築。
・地域福祉計画の充実。

・�地域包括ケアの理念の普遍化：高齢者
だけでなく，生活上の困難を抱える方
への包括的支援体制の構築。
・共生型サービスの創設。
・�市町村の地域保健の推進機能の強化，
保健福祉横断的な包括的支援のあり方
の検討。

地域丸ごとのつながりの強化 専門人材の機能強化・最大活用

・�多様な担い手の育成・参画，民間資金活用の推進，
多様な就労・社会参加の場の整備。

・�社会保障の枠を超え，地域資源（耕作放棄地，
環境保全など）と丸ごとつながることで地域に
「循環」を生み出す，先進的取組を支援。

・�対人支援を行う専門資格に共通の基礎
課程創設の検討。
・�福祉系国家資格を持つ場合の保育士養
成課程・試験科目の一部免除の検討。

出典）厚生労働省：「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部決定，平成 29 年 2 月 7 日，を抜粋して作成。

表 1 － 1　「地域共生社会」の実現に向けて（当面の改革工程）【概要】
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第1章	 地域共生社会と在宅栄養支援

■ 2）地域包括ケアシステムにおける医療・福祉
地域包括ケアシステムとは，団塊の世代（全員）が 75 歳以上となる 2025 年を目途に，

重度な要介護状態となっても住みなれた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続
けることができるよう，住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される
体制の実現を目指すものです 2）（図 1-1・2）。
医療サービスと介護サービス，さらに生活支援などを連携させた体制として 2014

年に「医療介護総合確保推進法」が施行され，地域包括ケアシステムの構築が全国的
に進められています。地域包括ケアシステムでは，介護が必要になる以前の介護予防

図 1 － 1　地域包括ケアシステムの姿
出典） 平成 30 年度老人保健事業推進費等補助金 老人保健健康増進等事業：地域包括ケアシステムの深化・推進に向け

た制度やサービスについての調査研究報告書，2019。

図 1 － 2　地域包括ケアシステムの 5 つの構成要素
出典）平成 28 年 3 月　地域包括ケア研究会報告「地域包括ケアシステムと地域マネジメント」。

　地域包括ケアシステムは，大きく分けて①医療・看
護，②介護・リハビリテーション，③予防・保健，④
生活支援・福祉サービス，⑤住まいと住まい方，の
5つの要素で構成されている。
　図中の植木鉢では，医療や介護などの専門職が行う
サービスは今後の需要増に備えて葉を大きく広げなけ
ればならないという意味である。
　介護サービスを充実させても，生活の基盤である住
まいが確保されなければ安定した日々の暮らしは送れ
ないので，住まいと住まい方は鉢として表されている。
　また，専門職が専門性を発揮してサービスを提供す
るには，地域の高齢者が取り組む介護予防や，地域内
の介護保険外のサービス，近隣住民の支えによる生活
支援が充実していることが必要である。そのため，介
護予防と生活支援は土に例えられている。
　これらのサービスを受ける大前提として，対象者・

家族の選択や心構えが何より大切であり，そのことを表すために対象者・家族の選択と心構えは，植木鉢
を包む皿になっている。
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２　地域診断と食生活支援

を充実させることが重要な課題になっています。
地域包括ケアシステムがうまく機能するためには，自助，共助，互助，公助の連携

が不可欠で，さまざま生活課題を解決していくことが求められます（表 1-2）。

■ 1）地域診断
地域診断とは，介護予防を目的に地域包括支援センターが主体となって行い，対象
となる地域についてのきめ細かい観察や客観的指標をとおして，地域ごとの問題・特
徴を把握することをいいます。地域の健康課題が明確になり，対策の重点対策地域が
見えやすくなります。さらに，地域格差が明確になり，地域の健康課題を他部局や住
民と共有し，住民の参加を得やすくなります。
地域診断の流れは，課題と重点対象地域の設定 → 介入施策の立案 → プログラムの実

施 → 効果評価 というサイクルで進めていきます。地域の実情は，人口構成，疾病構造，
栄養に関する課題などに違いがありますし，課題解決のポイントとなる人や資金，組
織および関連機関なども地域ごとに異なります。社会保障財源の課題もあり，専門職
がすべての課題に対応するには，人的資源ならびに財源の点において困難を生じるた
め，地域の社会資源，人材活用が不可欠となります。

■ 2）地域の社会資源
地域の社会資源とは，連携や協力を得る組織・機関や特定の個人，あるいは活用す

る施設のような人的・物的資源です。人的資源とは，職種，人数，能力，スキルなど
であり，物的資源とは，施設，資材，機材などです。主な社会資源を表 1-3 に示しま
した。
地域により社会資源の内容・人員等は異なります。地域の「力」を把握し，マネジ

２　地域診断と食生活支援

自 助
　住み慣れた地域に住み続けるためには，自らの健康に注意を払い，介護予防に積極的に取
り組むことが重要である。
　自費で介護保険外のサービスを利用することも自助のひとつと考えられる。

共 助 　制度化された相互扶助。医療や年金，介護保険や社会保険制度など，被保険者による相互
負担で成立する制度も共助の概念に含まれる。

互 助 　個人的な関係性のある人どうしが助け合い，各々が直面している生活課題を互いが解決し
合う自発的な支え合い。インフォーマル（非公的）な社会資源の活用といえる。

公 助 　上記３つでは対応できない経済的困窮などの問題に対応するための，生活保障制度や社会
福祉制度。税による負担で成立し，生活保護のほか人権擁護や虐待対策なども該当。

表 1 － 2　自助，共助，互助，公助
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第1章	 地域共生社会と在宅栄養支援

メントサイクルに活かすことが必要です。特に地域のボランティア組織には，地域住
民の課題への対応を見据えた活動をその目的としているものがあり，これを社会資源
として活用することも有効です。
社会資源である各組織，機関，個々人と良好な協力関係を築くためにも，情報交換

の場は必須であり，日頃から顔の見える関係にあることが，良好なマネジメントサイ
クルの構築に重要です。また，地域課題解決に向けては，すでに存在している社会資
源の利用だけでなく，将来生じうる課題にも対応するため，地域に不足している社会
資源は何かを検討し，新たな社会資源の発掘や新たな地域リーダーおよび新たな住民
互助の発掘も同時に進めていくべきです。

■ 3）栄養ケア・ステーション
「健康日本 21（第二次）」（2012 年）では，「健康づくりに関して身近で専門的な支援・
相談が受けられる民間団体の活動拠点数の増加」を掲げ，2022 年に健康サポート拠点

数を 15,000 か所とすることを目標としています（2012 年の参考値は 7,134）。2015 年
度の拠点数は 13,404（参考値）であり順調に推移しているといえます。
この健康サポート拠点として，栄養ケア・ステーション（以下，栄養 CS）も推奨さ

れており，2002 年から（公社）日本栄養士会が商標登録し，地域に顔の見える管理

１．保健医療福祉施設

【保　健】市町村保健センター，保健所
【医　療】医療機関（病院，診療所），薬局，医療保険者，国保連合会
【福　祉】�地域包括支援センター，児童福祉施設（保育所を含む），�

介護保険施設，社会福祉協議会

２．教育機関，
　　社会教育組織

【学校教育】�幼稚園・小学校・中学校・高等学校・大学など，教育委員会
【社会教育】�図書館，公民館，生涯学習センター，子ども会，婦人会，教育

委員会

３．保健医療専門職 医師，歯科医師，薬剤師，看護師，保健師，管理栄養士，理学療法士，
介護福祉士，介護支援専門員

４．住民の自治組織，
　　ボランティア組織

【住民の自治組織】自治会，町内会
【ボランティア組織】�食生活改善推進員，保健推進員，�

その他のボランティア団体

５．マスメディア，企業
【マスメディア】�新聞社，テレビ・ラジオ局，ケーブルテレビ局，ミニコミ誌，

インターネット
【企　業】健康関連企業，食品企業

６．健康づくり関連施設 運動場，体育館，公園・遊歩道，スポーツクラブ

７．食料生産・食品関係 生産者組合（農業，漁業，畜産業など），飲食店組合，スーパーマーケット，
コンビニエンスストア

出典）吉池信男編著：公衆栄養学－栄養政策，地域栄養活動の理論と展開，第一出版，2019．

表 1 － 3　地域保健プログラムにかかわる主な社会資源の例
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２　地域診断と食生活支援

栄養士・栄養士を増やし，国民が身近な場所でいつでも気軽に食生活や栄養に関する
支援や相談を受けられるようにすることを目的に設置を推進しています。
2008 年からは都道府県栄養士会栄養 CS が進行し，2018 年 4 月より地域密着型の

認定栄養 CSとしてスタートしました。日本栄養士会では，リサーチセンター，都道
府県栄養士会がケア・ステーションとセンターの両面をもち，その地域特性などに見
合った活動の中心を担っています 3）。認定栄養 CSは，地域密着型（顔の見える）で
の管理栄養士・栄養士の事業活動を行うこととしており，医療機関（病院・クリニッ
ク・歯科クリニック），福祉施設，大学などの研究教育機関，薬局，コンビニエンス
ストアおよびスーパーマーケット，配食サービスなどの 11 の指定業務があります。
それぞれが事業のひとつとして設置することもできます。
特に医療型栄養 CSとして医師会立栄養 CSの設置を推進しており，医師会立認定
栄養CSでは，図 1-3 に示すようなサービスの流れで入院時や外来時の栄養食事指導，
在宅訪問栄養食事指導，介護保険制度における居宅療養管理指導を行っています。
栄養ケアが必要な対象者について，①医師が在宅訪問栄養食事指導の依頼を医師会

立栄養 CSへ依頼→②医師会立栄養 CSでは登録している管理栄養士へ連絡→③登録
している管理栄養士を医師へ紹介→④管理栄養士と雇用契約を結ぶ，という流れです。
栄養CSの管理栄養士も，ICT（information and communication technology：情報
通信技術）のひとつであるMCS（メディカルケアステーション）を多職種との連携に
活用し，対象者の基本情報の閲覧や意見の交換を行っています。

■ 4）配食サービス
適切な栄養ケアに基づく配食サービスを地域の共食の場に活用することにより，地

域高齢者の低栄養・フレイル予防にも資する効果的かつ効率的な健康支援の広がりが
期待され 4），物のサービスと人のサービスが融合した健康支援型配食サービスの活用

図 1 － 3　医師会立栄養ケア・ステーションの概要
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