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名称 本庄福島病院

所在地 埼玉県本庄市千代田1-1-18

診療科目 内科 小児科

外来診療時間 月～土の午前（祝日除く）

1日平均外来患者数 14名

病床数 96床

管理栄養士数 2名

給食形態 委託

食事形態 経口摂取 約４５名
経腸栄養 約３５名
TPN・PPN 約１５名

【病院概要】



【目的】
▶ 近年、継続栄養指導の有用性が明らかになってきた

▶ 生活改善プログラム『SILE』による多職種協働の

栄養指導システムを導入

▶ 導入初年度の指導件数は以前の12倍に増加

▶ 翌年度の上半期は、1/3に減少

▶ システムの見直しを実施

システム導入から運用までの経過を検討

サイル



以下の項目について、後ろ向きに調査した

１）継続栄養指導の導入経過

２）依頼件数減少の要因

３）依頼件数減少に対するシステムの変更

４）依頼件数、診療報酬の変化

【方法】



【SILEとは】

平成２８年５月１３日 平成２８年度保健指導実務者研修会（テーマ 対象者のやる気を引き出す相談支援のポイント 講師 安達美佐）資料転載

栄養指導プログラム
＊特徴＊ 標準化したプログラムで6か月間で数回の面談

サ イ ル



【結果１】

導入経過

①栄養科がシステム運用案を作成（平成28年4月）

②栄養委員会で承認を受ける（平成28年5月）

③関連部署（外来看護師、医事課、栄養科）の業務調整

④導入開始（平成28年5月より開始）



栄養科が提案した継続栄養指導システム運用案

※１ 栄養指導回数、時期
①１クール指導期間：概ね5か月
②実施回数：３回
③指導時間：初回概ね３０分

２回目以降概ね２０分
④採血実施タイミング： ４ヶ月目

※２ 職種間の共有すべき事項
カルテに赤字で入力する

※３ 栄養指導時の管理栄養士業務
①栄養指導記録の統一
②初回時は栄養指導記録の冒頭
に「初回」と記録

③医事課へ栄養指導予約状況の
連絡

④初回栄養指導時患者に以下を
配布する
・栄養指導スケジュール
・目標表

継続栄養指導実施基準

月

採血オーダー

採血実施 　　患者・採血結果確認

診察時、栄養指導を上申 栄養指導を指示 初回栄養指導
指示箋を入力 ・アセスメント

＊デキストロ ・目標値設定（HbA1c○など）

・行動目標

診療録にフリー入力 2回目栄養指導
「栄養指導を指示」 ・目標達成の評価・フォロー

＊デキストロ

採血オーダー

採血実施 　　採血結果確認

診療録にフリー入力 3回目栄養指導
「栄養指導を指示」 ・目標達成の評価・フォロー

＊デキストロ ・採血結果

栄養指導終了日を入力

継続栄養指導フロー
外来看護師 医師 栄養科

1

患者ピックアップ
採血上申

2

3

4

5

カルテ入力「次月栄養指導を予定」赤字

カルテ入力「次月 採血を予定」赤字

カルテ入力「○月栄養指導を予定」赤字

患者名を栄養科へ連絡

患者名を栄養科へ連絡

継続栄養指導フロー



指導件数の推移と課題
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平成29年度は
6ヶ月経過時点で
平成28年度の
半数以下にDown

SILE導入により
指導件数は
一気に12倍に

UPした



【結果２】
指導件数の減少要因１
看護師多忙のため患者ピックアップがとどこおっていた

システム変更：患者ピックアップを看護師から
医事課（受付）に変更

医事課が患者ピックアップするメリット
・受付業務時に、来院した外来患者の把握ができる
・来院した患者の病名や検査状況を把握することができる
・栄養科とのコンサルテーションがしやすい
・受付でファイルに「栄養指導対象者カード」を入れること
で関係職種に周知しやすい



指導件数の減少要因 2 
医師・看護師が指導実施状況や採血状況を把握できていなかった

システム変更：①栄養士が「予定者リスト」を医事課・看護師に渡す
②医事課が受付時に「予定カード」をファイルに差し込む
③看護師が医師に予定を伝える

① 「予定者リスト」
栄養士→医事課・看護師

② 「予定カード」
医事課→外来ファイル

③予定を伝達

看護師→医師



指導件数の減少要因 3 医師から患者への指導勧奨が減少

システム変更：管理栄養士がカルテに指導勧奨を記載する

医師にプレゼンテーション

①医師に『SILE』の説明不足
②栄養指導の成果を知らせていなかった

①『SILE』を説明し、指導内容の理解を得る ②指導効果の評価をし効果を実感していただく

③対象者に気軽に栄養指導を受けていただくための勧め方について意見交換させていただく

（配布資料） （配布資料）

関心の低下

原因



システムの変更：新しい継続栄養指導フロー作成

月

1 患者ピックアップ

採血結果確認

2 初回栄養指導

＊デキストロ

3

＊デキストロ

身体測定

4
本日
採血
する

採血オーダー

＊デキストロ

身体測定

8 採血オーダー ６回目

・食事調査

身体測定

採血実施

9

身体測定

医事課

本日栄養指導である
ことを医師に伝達

【本日　栄養指導】
【本日採血】のカード
をピンクファイルに差
し込む

【本日　栄養指導】の
カードをピンクファイル
に差し込む

身体測定

栄養指導対象者で
あることを医師に伝達

本日採血予定であること
を医師に伝達

栄養指導を指示→指示箋

栄養科

本日栄養指導である
ことを医師に伝達

2回目
目標達成の評価・フォロー

外来看護師 医師

採血結果確認
３回～５回目
・目標達成の評価・
　フォロー
・採血結果

7回目
・目標達成の評価・
　フォロー
・採血結果
栄養指導終了日入力

【本日　栄養指導】の
カードをピンクファイル
に差し込む

5
～

7

本日栄養指導である
ことを医師に伝達

本日栄養指導である
ことを医師に伝達

カルテ入力

「次月 栄養指導を予定」赤字

カルテ入力「次月 採血を予定」赤字

「●月 栄養指導を予定」赤字

カルテ入力「次月 栄養指導を予定」赤字

栄養指導対象者選別

カルテ入力「次月 栄養指導を予定」赤字

本日栄養指導予定メモを渡す

【本日栄養指導】カードを

外来用ファイルに入れる

【栄養指導対象者】カードを

外来用ファイルに入れる

患者ピックアップ

【本日採血】カードをファイルに入れる

「栄養指導介入検討」

赤字入力

本日栄養指導予定メモを渡す

本日栄養指導予定メモを渡す本日採血予定メモを渡す

新

新

新

新

新

新

新



【結果３】 システム見直し後の指導件数
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＊診療報酬も沿うように増加

＊主な指導依頼疾病
・糖尿病 ・脂質異常症 等

＊合併症を有する者は85％
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5
60 20

129

395
栄養指導件数

25～27年度平均 28年度 29年度上半期 29年度下半期 30年度
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【結論】

▶安定的なシステム運用には、多職種の協力と
栄養指導の必要性の理解が欠かせず、どの職種も
負担なく、運用できる仕組み作りが必要である。

参考文献 ライフスタイル改善の成果を導くエンパワーメントアプローチ 安達美佐 山岡和枝 渡辺満利子 渡邉純子 丹後俊郎

▶指導システムを構築することで、管理栄養士は
多数の患者の生活習慣改善を通じて、医療に参画
している。
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