栄養ケアの取り組みとその効果①

八女リハビリ病院

地域一体型NSTの実現に向け
栄養管理のノウハウを構築・公開
八女リハビリ病院のNSTは，構築した栄養管理のノウハウを地域に公開し，
地域一体型NSTの実現に向けて活動している．
八女リハビリ病院におけるNST介入の実際と地域連携について紹介する．
（編集部）

● 取材にご協力いただいた方

八女リハビリ病院NSTの
主な取り組み

しています．そして，NSTの介入や摂
食機能訓練が必要かどうかを検討して
います」と看護師の隈本さんは言う．
NST介入基準は，
「褥瘡保有者」
「５

八女リハビリ病院
（福岡県八女市）

看護師の
隈本文子さん

看護師の
椿原正子さん

は，病床数200床
（一般病棟60床，回復

以下，Alb値 3.0g/dL以下」
「体重減少

期病棟49床，療養型病棟91床）のリハ

３kg/月」
「摂食率60％以下が３日以上

ビリテーション専門病院で，地域社会

持続」などである．

に根づいた質の高い医療を提供してい
る．

看護師の
山中春美さん

言語聴覚士の
中嶋和彦さん

NST委員長の
長 卓徳医師

管理栄養士の
西田美千子さん

看護部長の
山科和美さん

日以上持続する下痢」
「TP値 6.3g/dL

「高齢者が多いので，低栄養状態の
人はかなりいます．とくに状態の悪い

NSTメ ン バ ー は，医 師
（NST委 員

人を各病棟で月に２人ずつくらいあ

長）
，看護師９人，管理栄養士，薬剤

げてもらうようにしています」
（隈本さ

師，臨床検査技師，言語聴覚士の合計

ん）

14人で構成されている．

② NST委員会の開催

現在の主な取り組みは，①栄養スク

毎月１回開催されるNST委員会で

リーニングと栄養評価，②NST委員会

は，各メンバーが病棟から介入患者を

の開催，③食事の見直し，④褥瘡委員

ピックアップしている．委員会で検討

会との情報交換，⑤NST研修への参

して対策案を出し，それを病棟にフィ

加，⑥GFO使用の推奨──の６つを

ードバックしている．介入患者の経過

あげている．

報告とNST回診も行っている．

① 栄養スクリーニングと栄養評価

③ 食事の見直し

栄養スクリーニングと栄養評価の

ハーフ食や半固形食の導入，注入食

ためのアセスメント用紙
（図１）
を作成

の種類を増やすことによって，より患

し，NST介入の基準を設定している．

者に適したものを選択できるように見

「満点を28点として栄養状態を評価

直した．
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「まずは，入院前の施設や病院で食
べていた物に該当する食形態から始
め，それが食べられるかどうかによっ
て食形態を見直しています．たとえ
ば，ほとんど食べられない場合はハー
フ食に変更，といった見直しです．食
形態の種類は他病院のレシピを参考に
したり，院内で試食会を開催してNST
のメンバーに意見をもらいながら進め
ました」と管理栄養士の西田さん．
言語聴覚士の中嶋さんは，
「嚥下造
影検査で用いる食形態も，以前はゼリ
ー，ムース，全粥の３種類でしたが，
現在は15種類使用しています．そのな
かから患者さんの状態に合わせて選択
しています」と言う．
また，胃食道逆流のリスクがある患
者には短時間で注入する半固形濃厚流
動食品「ハイネゼリー」を使用している．
「５分未満で300g注入できるので，
注入のあいだ，不穏のために栄養チュ
ーブを抜いてしまうPEG患者さんの

図１

NSTアセスメント用紙

側についていることができる，という
メリットがあります．逆流性の嘔吐も

会議を行った．①褥瘡保有者のPEG患

のNST研修に年４回以上参加するこ

ないので，誤嚥性肺炎のリスクも避け

者とTP値とAlb値が基準以下のPEG

とを義務づけた．

ることができます」
（看護師の椿原さ

患者には濃厚流動食品「アノム」を使

⑥ GFO使用の推奨

ん）

用すること，②月に１〜２回採血し

同院でのPEG症例は200例を超える

TP値とAlb値のデータを定期的にと

が，PEG造設術の前後にグルタミン，

ること，を決定した．

ファイバー，オリゴ糖を含有する粉末

看護部長の山科さんは，
「リハビリ
を行っている患者さんが多いので，体
動時の逆流や嘔吐も問題になります．

「アノムは治癒促進に必要な微量元

清涼飲料「GFO」を使用することを胃

ハイネゼリーを使うことで逆流が防止

素が含まれていること，酸化ストレス

瘻造設のクリティカルパスに明記した

できれば，アクティブにリハビリを行

をおさえ免疫機能を改善する，という

（図２）
．また，慢性便秘，慢性下痢，

うことができるというメリットもあり

２つの理由で使用を決定しました」
（委

感染性腸炎の患者にも使用している．

ます」と言う．

員長の長医師）

④ 褥瘡委員会との情報交換

⑤ NST研修への参加

褥瘡の発生要因として栄養不良があ

看護師や介護職員のNSTへの認識

げられることから，褥瘡委員会と合同

を深めることを目的に，院内・院外で
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「当院の患者さんでは，便秘や下痢
の対策には，まずGFOを試します．症
状の軽減が確認できれば，使用を継続
します」
（隈本さん）

図２

胃瘻造設のクリティカルパス

栄養療法の変更により
巨大褥瘡が治癒

ることにしました」
（看護師の山中さ

９人．Alb値は横ばいであったが，
“使

ん）

用前の患者の栄養状態が悪かったた

「アノム」による栄養療法開始後１
か月目からほとんどのデータで改善が

め，消耗したアルブミンの回復に必要
とされたと判断した”という．

2007年８月，脳梗塞患者
（91歳，女

みられ，2008年12月には体重42.1kg，

「これらの患者さんのように，入院

性，巨大な褥瘡あり）
が八女リハビリ

TP 7.3g/dL，Alb 3.3g/dLと改善，リ

時に褥瘡のある方は少なくありませ

病院に入院した．

ンパ球数も上昇した
（図３）
．およそ１

ん．２時間おきの体位変換，エアマッ

年半で褥瘡は治癒したという．

トの使用など褥瘡の改善に力を入れて

「 入 院 時 の 体 重 は33.6kg，身 長 は
142cmでした．TPが5.8g/dLで，Albは

その他の患者の場合も，
「アノム」を

1.8g/dLとかなりの低栄養状態で，褥

使用したことでTP値などのデータに

瘡評価はDESIGN 25点でした．栄養

改善がみられたという．12人のPEG造

アセスメントの結果，アノムを使用す

設患者のなかでTP値が改善したのが

いますが，アノムによる栄養療法もそ
の１つです」
（隈本さん）
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入院時（2007.8）

2007.9

2007.11

2008.12

DESIGN 25

DESIGN 21

DESIGN 18

体重

33.6kg

32.2kg

37.0kg

42.1kg

TP

5.8g/dL

7.2g/dL

7.6g/dL

7.3g/dL

Alb

1.8g/dL

2.4g/dL

2.9g/dL

3.3g/dL

リンパ球数

1363/μＬ

2295/μＬ

2689/μＬ

3208/μＬ

褥瘡

図３

栄養療法の変更により褥瘡が改善した患者の経過

NST地域連携パスの
運用に向けて活動
八女リハビリ病院のNSTは，地域と
の連携にも力を入れている．

「勉強会を情報交換の場とし，介護

会でまとまったら医師会に提出して，

施設の利用者さんや病院の患者さん

八女筑後地区で運用したいとNSTチ

に，より安全な看護・介護が提供でき

ームでは考えています」と隈本さんが

るように，お互いが成長していくこと

言うように，同院のNSTは地域での継

ができればと考えています」
（長医師）

続した栄養療法も視野に入れて活動し

勉強会のテーマは，
「PEGの適応と

「入院患者さんの褥瘡保有者や栄養

管理について」
「高齢者の栄養管理と問

状態を調査したところ，自宅や病院か

題点」
「摂食・嚥下のメカニズムと機能

ら入院した患者さんに比べ，介護施設

訓練の実際」など．毎回150〜200人が

から入院した患者さんの栄養状態が

参加するという．

悪いということがわかりました．これ

「この勉強会では，NST地域連携パ

は，介護施設の栄養管理や褥瘡管理が

スも作成中です．急性期病院，慢性期

悪いということではなく，介護施設入

療養病床，介護施設，在宅とそれぞれ

居者は必然と全身状態が悪いという事

の専門性や役割は異なりますが，その

実を表していると考えます」
（長医師）

なかで最も継続していかなければなら

そこで，市内の４病院が主となり，

ないのが栄養療法だと思います．NST

医療や介護の全職員が参加できる「八

の認識を高め，情報を共有し，施設の

女筑後栄養療法勉強会」を開催してい

垣根を越えて継続した栄養療法ができ

る．

るようになればと思っています．勉強
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ている．

ゼリータイプの濃厚
流動食品「ハイネゼ
リー」

蛋白質，炭水化物，
脂質，ビタミン，ミ
ネラル等の栄養素を
調整したキャラメル
風味の濃厚流動食品
「アノム」

