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なぜセッティング別か

•対象者の特徴が異なる。

•ゴールが異なる。

•サポート体制が異なる。



対象者の特徴が異なる

急性期 急性疾患や外傷により、エネルギー消耗が大き
い状態。

回復期 急性期を脱し、活動量が増えていく段階。
退院後の再発予防対策も必要。

⾧期療養 活動量は少ないが、慢性疾患や進行性疾患で栄
養状態が悪化し、二次障害が生じやすい状態。

在宅介護 社会資源や周囲のサポート体制に大きく影響を
受ける状態。

地域高齢者 低栄養、フレイル、サルコペニア、要介護の予
防が重要な状態。



ゴールが異なる

急性期 急性疾患の治療が優先。
栄養状態の改善は難しいため、悪化予防が必要。

回復期 生活機能の改善が主目標。
栄養状態の改善と退院後の栄養管理の確立が必要。

⾧期療養
誤嚥性肺炎、褥瘡など二次障害の予防が必要。
人生の最終段階に向けて、どうケアをしていくか
検討が必要。

在宅介護 介護度の悪化、入院などを予防するために、生活
機能の維持が必要。

地域高齢者 社会参加、他者との交流機会を増やすことが必要。



医療・介護体制が異なる

急性期
医師、看護師が主。
医療資源が豊富で様々な検査や栄養管理方法が
可能。

回復期 療法士などコメディカルが主。
医師の関わりは施設によって異なる。

⾧期療養
看護師、介護士などによるケア体制が主。
施設によって療法士、栄養士、薬剤師の関わり
は異なる。

在宅介護 家族、ヘルパー、ケアマネージャーが主。
管理栄養士や薬剤師の関わりは少なくなる。

地域高齢者 民生委員など自治体関係者や地域住民が主。
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急性期

•入院前の状態に影響を受ける。

•疾患により栄養状態、身体機能の
低下が早い。

•活動量や栄養量が制限されやすい。



急性期
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急性期

• 91%が口腔環境不良。
（Shiraishi et al. J Nutr Health Aging. 2020;24(10):1094-1099）

• 急性期高齢患者では、嚥下障害が82.4%存在し、
低栄養、呼吸器感染症、せん妄、重度のADL障
害と関連している。

（Nozal et al. J Am Med Dir Assoc. 2020 Dec;21(12):2008-2011）

• 救急外来入院患者の34%に嚥下障害。56週後に
も25%に嚥下障害が残存している。

（Hansen et al. Geriatrics (Basel). 2021 Apr 26;6(2):46）



急性期

• 急性疾患、せん妄、認知機能低下、手術侵襲、低
栄養、薬剤、不眠、慢性疾患、安静臥床、抑うつ、
急性精神ストレスは急性期のサルコペニアに関連。

（Welch et al. Aging Dis. 2018 Feb 1;9(1):151-164）

• フレイルは死亡率、医療コスト増加、機能障害と
関連している。

（Biasio et al. Anesth Analg. 2020 Jun;130(6):1462-1473）

• 入院時に疲労（77.2%）、機能障害（62.3%）、無
気力（57.5%）、運動障害（54.6%）、転倒恐怖
（40.6%）を訴える高齢患者が多い。

（Seden et al. J Am Med Dir Assoc. 2019 Feb;20(2):152-158.e2）



疾患により栄養状態、身体機能の低下が早い。

• 炎症により、筋肉量は急速に減少する。
• 急性期入院中に、15%が新規にサルコペニア発症。

Martone et al. J Cachexia Sarcopenia Muscle. 2017 Dec;8(6):907-914)

• ICUに入るような重症患者では、ICU-AWが生じる。
• ICU-AWはICU退室後も数か月間機能低下が残存する。
• 身体機能だけでなく、認知機能や精神機能も低下
する（PICS）。



安静による筋萎縮

筋萎縮率

筋分解率
筋合成率

Wall et al. Ageing Res Rev. 2013 Sep;12(4):898-906



急性炎症による筋崩壊

http://www.nutri.co.jp/nutrition/keywords/



ICU-AW
（Intensive care unit acquired weakness:ICUにおける筋力低下）

Schefold et al. J Cachexia Sarcopenia Muscle. 2010 Dec;1(2):147-157
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PICS(Post-intensive care syndrome)

日本集中治療医学会 HPより



PICS(Post-intensive care syndrome)

• ICU滞在中、ICU退室後、退院後に生じる
身体的、認知的、精神的な障害のこと。

• ICU患者の⾧期予後不良とも関連している。

• 患者の家族の精神状態の変化も含む。

Schefold et al. J Cachexia Sarcopenia Muscle. 2010 Dec;1(2):147-157



活動量や栄養量が制限されやすい。

• 重症患者では、栄養投与が負担になる場合があ
るため、制限されやすい。

• 昇圧剤使用時は、経腸栄養で腸管壊死のリスク
が高い

（白石他. The Japanese Journal of Rehabilitation Medicine. 57巻12号;1143-1149.2020.）

• 治療中という意識があり、過度な安静になりや
すい。

• 14日の安静臥床で筋断面積は24%減少、毛細血
管床は23.6%減少する

（Lantz et al. J Appl Physiol (1985). 2016 Apr 15;120(8):965-75）



食事に対する訴え

• 食事時にパックが開封できない（36%）
• 食事メニューの情報が不十分（29%）
• 食事を職員に中断された（28%）
• 食事中に邪魔をされた（27%）
• 無理な姿勢での食事を強いられた（24%）
• 食べ物に手が届かない（21%）

Olenski et al. J Hum Nutr Diet. 2021 Jan 25.



経口摂取の推移

Arch Gerontol Geriatr. Jul-Aug 2021;95:104398

7日目までに経口摂取した患者のうち、推奨用量で
ある20kcal/kg以上が処方されていたのは5.3％。



対策

• 低栄養、サルコペニアの進行予防。
• 目標摂取エネルギーの10~20%少ない状態、ま
たは、たんぱく質摂取量が1.2g/kg以上だと死
亡率が低い。

(Weijs et al. Crit Care. 2014 Dec 14;18(6):701)。

• 24~48時間以内に腸管を使用するのが良いが、
昇圧剤の量などに注意。

(日本集中治療医学会雑誌; 23巻2号, P185-281, 2016)。

• 嚥下評価を行い、早期経口摂取が有効。
(Koyama et al. J Am Geriatr Soc. 2015 Oct;63(10):2183-5)



対策

• 標準的なリハビリテーション治療介入は、通常
ケアのみよりも身体機能、QOLが改善する。

(Morris et al. JAMA. 2016 Jun 28;315(24):2694-702.)

• 他動運動でも、筋繊維萎縮や筋蛋白減少を抑制
できる。

(Griffiths et al. Nutrition. Sep-Oct 1995;11(5):428-32)



Contents

•なぜセッティング別か
•急性期
•回復期
•⾧期療養
•地域



回復期

•急性期で低栄養、サルコペニアを改
善できなかった患者が入院する。

•リハの進行に伴い、必要栄養量が変
化する。

•退院に向けて、栄養管理方法の確立
が必要。



急性期で低栄養、サルコペニアを改善できなかっ
た患者が入院する。
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リハの進行に伴い、必要栄養量が変化する

• 急性期と比較して、各療法の時間が大幅
に増える（1日20~40分→1日3時間）。

• リハ時間以外でも、ADL場面の活動量が
増える。

• 低栄養、サルコペニアがある患者では、
それぞれの改善のために蓄積量を考慮す
る必要がある。



退院に向けて、栄養管理方法の確立が必要

• 元々低栄養、サルコペニアの患者では、普段の
食事や活動に問題がある。

• 健康的な食事パターンは筋保護作用がある。
(Granic et al. Nutrients. 2019 Mar 30;11(4):745)

• 社会資源やご家族のサポートなどで、栄養管理
方法の確立と社会参加を増やす方法を検討する
必要がある。

• 社会的フレイルは低栄養リスク因子。
(Pek et al. Int J Environ Res Public Health. 2020 Jun 14;17(12):4239)



対策

• 多職種による入院時カンファレンスで、リハや栄
養管理の目標を設定する。

• 目標に応じて、蓄積量を考慮して摂取量を設定す
る。

• 摂取栄養量を見ながら、リハ内容を調整する。
• 定期的にカンファレンスを行い、軌道修正を行う。
• 退院に向けて、退院先で可能な食事準備手段、食
形態などを確認する。
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⾧期療養

•介護度が高い高齢者が多い。

•低栄養、サルコペニアの患者が
多い。

•職員数が少ない。



介護度が高い高齢者が多い。

• 日常のあらゆる活動が制限される。
• 認知症の割合が多い。
• 常勤従事者数が、急性期や回復期と比較
して少ない。

→低栄養、サルコペニアになりやすい。



⾧期療養
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要介護度の割合

厚生労働省:平成29年度介護サービス事業者調査の概況

要介護4 要介護5



認知症者と寝たきり者の割合

厚生労働省:平成28年度介護サービス事業者調査の概況

上段:認知症者
下段:寝たきり者



人員配置

• 療養病棟:20対1
• 回復期リハ病棟:13対1
• 一般病棟:7対1（10対1）

総計 35.7人
医師 2.7人
看護師 6.9人
PT 1.8人
OT 0.9人
ST 0.4人
介護職 13.6人
管理栄養士 0.9人
歯科衛生士 0.1人



エネルギー量の設定

平成 21 年度厚生労働科学研究費補助金（循環器疾患等生活習慣病対策総合研究事業）日本
人の食事摂取基準を改定するためのエビデンスの構築に関する研究－微量栄養素と多量栄
養素摂取量のバランスの解明－平成 19 年度～21 年度総合研究報告書



⾧期療養

• 流動食の使用、食事に介助が必要なことはエネ
ルギー摂取量、たんぱく質摂取量と負の関連が
ある

(Keller et al. J Am Med Dir Assoc. 2017 Nov 1;18(11):941-947)

• 中等度から重度の認知機能障害がサルコペニア
と関連していたが、栄養状態はサルコペニアと
関連していなかった。

(Rodríguez-Rejón et al.Nutr Clin Pract. 2020 Aug;35(4):642-648)



⾧期療養

• カリウム、マグネシウム、亜鉛、ヨウ素、ビタ
ミンD、E、葉酸、食物繊維の摂取量は、80％
以上の参加者で少なかった。

• タンパク質の摂取量は、56％の人が1g/kg/日未
満、100％の人が25g/食未満だった

(Rodríguez-Rejón et al. Nutrients. 2019 Jan 25;11(2):266.)



対策

• 栄養状態のモニタリングを定期的に行う。
• 嚥下障害者では食形態を見直す。
• 慢性疾患によりエネルギーやたんぱく質摂取量
に制限がある人もいるため、「量」だけでなく
「質」も考慮する。

→BCAA、ビタミンD、MCT、水溶性食物繊維など。
• リハ介入が減るため、集団活動や食事場面など
で離床機会を増やす。
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地域

• フレイル、サルコペニアの予防。
• 要介護高齢者の重症化予防。
• 終末期に向けた緩和的アプローチ。

• 裾野が広いため、多角的な視点と介入方
法が必要。



地域
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フレイルの階層性

医学界新聞「サルコペニアとフレイル」, 2017



フレイルサイクル

医学界新聞「サルコペニアとフレイル」, 2017



オーラルフレイル

医学界新聞「オーラルフレイルへの早期介入で高齢者の「食力」向上を」, 2017



フレイルの多面性

公益財団法人長寿科学振興財団 健康⾧寿ネット フレイルと介護予防



フレイル関連因子

人口統計学的因子
社会的因子

高齢、女性、低学歴、低所得、独居、
孤独、居住地域

身体的因子 肥満、やせ、ADL制限、四肢機能低下、
ストレス負荷、

心理的因子 抑うつ、認知機能低下、ネガティブな
感情

生活習慣因子
身体活動低下、たんぱく質摂取量低下、
喫煙、アルコール、不健康な食事パ
ターン

生物学的因子 炎症、内分泌因子、白血球数、単球数、
リンパ球数、アルブミン、コルチゾル

Feng  et al. PLoS One. 2017 Jun 15;12(6):e0178383



フレイルリスクとBMI
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フレイルと食事パターン

• 赤身肉、野菜・果物、乳製品は高齢者の筋機能保
護に有効

(Granic et al. Nutrients. 2020 Jul 28;12(8):2257)

• 健康的な食事パターンの高齢者はフレイルリスク
が低い

(Machón et al. Nutrients. 2018 Mar 24;10(4):406)

• たんぱく質摂取量が少ないとフレイルの有病率、
発症率が高い

(Schoufour et al. Nutrients. 2019 Oct 8;11(10):2399)

• たんぱく質摂取量≧69.8g/日だとフレイルリスク
が下がる

(Kobayashi et al. Nutr J. 2013 Dec 19;12:164)



食行動に影響する因子

身体的
痛みや身体機能低下があると、調理しやすい物
（パン、即席めんなど）を選びやすい。
口腔機能が低下していると、咀嚼しやすい物
（おかゆ、麺類など）を選びやすい。

精神心理的
精神的ストレスがあると、食欲が低下しやすい。
認知機能低下があると、同じ物、調理しやすい
物を選びやすい。

社会的
買い物に行けないと、肉や魚などの生鮮品を控
え、加工品が多くなる。
経済的に困窮すると、安価な食品（菓子パン、
即席めんなど）を選びやすい。

公益財団法人⾧寿科学振興財団
フレイル予防・対策:基礎研究から臨床、そして地域へ



フレイル関連因子

• 歩数が5000歩/日未満、中等度の身体活動が7.5
分/日未満だとフレイルリスクが高い

(Yuki et al. J Am Med Dir Assoc. 2019 Aug;20(8):1032-1036)

• ポリファーマシーはフレイルのリスク因子
(Kume et al. Gerontology. 2021;67(2):184-193)

• 筋肉量が少ないとフレイルリスクが高い
(Yeung et al. J Nutr Health Aging. 2021;25(5):645-652)



認知機能と低栄養

認知機能
低下 低栄養

Yu et al. Psychogeriatrics. 2021 Jan;21(1):80-88
(Fávaro-Moreira et al. Adv Nutr. 2016 May 16;7(3):507-22



抑うつと低栄養

精神健康
状態 低栄養

Wei et al. Asia Pac J Public Health. 2018 Mar;30(2):107-117
Kvamme et al. BMC Psychiatry. 2011 Jul 17;11:112



口腔機能と低栄養

肺炎

体重減少

食の多様性
低下

Suma et al. PLoS One. 2018 Apr 13;13(4):e0195813
Takehara et al. BMC Geriatr. 2021 Apr 16;21(1):255
Hoshino et al. J Nutr Health Aging. 2021;25(3):361-368



社会的因子と低栄養

低栄養

Ko rt al. Int J Environ Res Public Health. 2021 Jan 19;18(2):818
Moreno et al. Nutrients. 2020 Mar 11;12(3):737



まとめ
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フレイル、低栄養、
サルコペニア ICU-AW、PICS

低栄養、サルコペニア
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