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カ ラ ー ア ト ラ ス の 解 説

栄養管理は，すべての疾患治療の上で，共通する
基本的医療の一つである。栄養管理をおろそかにす
ると，どのような治療も効果を発揮することができ
ない。そればかりか，栄養障害が原因で種々の合併
症を起こす場合もある。栄養管理を症例個々に応
じて適切に実施することを栄養サポート（nutrition
support）という。これを職種間の垣根を越えて専門
的な知識，技術を活かしながら栄養サポートを実施
する集団が栄養サポートチーム（nutrition support
team）である。 NST の役割には栄養アセスメント，
栄養管理のチェック，栄養管理法の提言（適切な栄
養ルートの提言），栄養療法による合併症の予防，
栄養管理上の問題点に対するコンサルテーション，
新しい知識や技術の普及などが挙げられる１）。その
ような NST の重要な役割１つとして，脳卒中，誤
嚥性肺炎など様々な疾患で禁食となった患者に「食
べて治す」道を提供することが挙げられる。歯科医
師，歯科衛生士には摂食嚥下機能の評価，口腔機能
向上に向けた治療計画の立案，感染予防を目的とし
た口腔環境の整備など様々な役割が期待されている。

２０１０年より NST の対象患者に栄養サポートチー
ム加算（２００点：週１回）の算定が可能となった。こ
れは専任の医師・看護師・薬剤師・管理栄養士から
なる NST を組織し，▽回診・カンファレンス▽栄
養治療実施計画の作成▽退院時の指導などを行うこ
とを評価するものであった。NST において歯科医
師や歯科衛生士は参加が望ましい職種とされるが，
実際に歯科医師や歯科衛生士が NST 活動に参加し
ている施設は限られていた。２０１６年４月の診療報酬
改定にて，栄養サポートチーム加算に歯科医師が参
加した場合，歯科医師連携加算として５０点の加算が
算定可能となり，歯科医師や歯科衛生士のより積極
的な参加が求められている（図１）。

市川総合病院においては２００５年に NST が結成さ
れ，結成当初より歯科医師，歯科衛生士が参画して
きた。２０１１年には医師，歯科医師，歯科衛生士，言
語聴覚士を中心とした，NST 直轄の摂食嚥下チー
ムが発足し，入院中に摂食嚥下や口腔の問題が生じ
た患者に対して多職種でのアプローチを行っている

（図２）。NST の中に摂食嚥下チームを結成するこ
とで，管理栄養士やリンクナースを通じた連携がス
ムーズに行われるようになっている。また，脳卒中
センターでは「摂食嚥下クリニカルパス」を導入し
ている（図３）。脳卒中患者が入院すると全例に看護
師が口腔や嚥下機能に関するスクリーニングシート

を記載する。スクリーニングシートは歯科への依頼
票となり，歯科医師がアセスメントを実施，多職種
による口腔ケアや摂食嚥下リハビリが開始される。
摂食嚥下障害が遷延し経管栄養が必要となる患者に
は NST による介入が行われ，週に１回，昼食時間
を利用して NST と摂食嚥下チームによる合同の病
棟ラウンドを実施している（図４）。病棟ラウンドで
は実際の食事の現場に立ち合い，栄養状態，合併症
の有無，食事摂取の状況，適切な食形態などを多職
種で検討している。

最近，要介護の原因として加齢に伴う恒常性低下
を示す「フレイル」が注目されている２）。フレイル
の一因として加齢による筋肉量の低下を示す「サル
コペニア」が挙げれらている。サルコペニアは嚥下
関連筋にも生じる可能性があり，摂食嚥下障害の原
因の一つと考えられる３）。我々の研究においてもサ
ルコペニアと咀嚼機能の関連性が示されている４）（図
５）。サルコペニアの摂食嚥下障害は入院中の禁食
によっても生じ得ると考えられ，積極的な経口摂取，
口腔ケア，ADL 向上，栄養療法など多職種の介入
により筋肉量を維持する必要がある。また，これら
の前段階として歯や口腔の機能低下：「オーラルフ
レイル」が関与しているとの概念も構築されてい
る５）（図６）。このように口腔，摂食嚥下，栄養そし
て全身の身体機能は極めて密接な関係にある。歯科
医師や歯科衛生士は「食べること」の専門家である。
超高齢社会において我々のできること，やるべきこ
とは数多くある。
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図３ 脳卒中センターでの口腔管理（摂食嚥下パス） 図４ NST・摂食嚥下チームによる病棟ラウンド

オーラルメディシン・口腔外科学講座 村上らの報告

図５ サルコペニアと咀嚼機能の関連
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図６ オーラル・フレイル
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図１ 歯科医師と連携した栄養サポートチームに
対する評価

図２ 市川総合病院における NST，摂食嚥下チームの
構成メンバー


