
を立てる場面でも、各職種が医師と同じ側に立つ一方で、
看護師は患者さんの傍らで実現可能な計画であるかを考
えながら、多職種と相対しています。どんなにバランスのよ
い献立で食事を提供しても、患者さんの嗜好や食べる量に
合わず、バランスよく食べられなかったら、最適な献立も引
き立ちません。また計算上、必要エネルギー量を充足して
いないため、末梢から静脈栄養を追加したくても、上肢がパ
ンパンに浮腫んでいたら、ルートを確保することもできず、
患者さんは再三の入れ替えに疲弊しているかも知れませ
ん。栄養計画の立案には数字合わせではない実在する患者
さんがいることや各々の生活背景があることを理解した上
で、立案されるべきです。看護師が適切な情報を提供するこ
とによって、机上に偏ることなく、リスク管理を含めた実践
的で具体的な栄養計画を立案することができます。
　また看護師がチームの中で患者さんに対する熱い思い

（早く元気になって欲しい、早く食べさせてあげたい）や患者
さんの日常の様子（一生懸命リハビリを頑張っている、奥様
も毎日面会に来ている）を語ることによって、数字の善し悪し
だけの栄養管理に留まることなく、患者さんのその後の生活
にまで関与する栄養管理をチーム一丸で行えるようになる
ものと思われます。診療の補助における「補助」の対象を、医
師ではなく患者であるという見方に立つことができれば、良
質なチーム医療が実践できるのではないでしょうか。

　患者の24時間に寄り添い、生活を支える看護師の特性を
考えれば、看護師は枠組みによるトップダウンでの問題抽
出に加え、患者の問題を 掬い上げる、いわばボトムアップの
役割を担うことが重要です。枠組みから外れた患者が、その
後発生した栄養の問題にいち早く気付くことのできる職種
であると同時に、いち早く気付けるような存在でいてほしい
と願います。そして潜在化した栄養問題を様々な検査デー
タなどから発見するだけでなく、発見された問題に対応す
るケアを患者の生活背景に照らし合わせながら、退院後に
も実現可能な方法に落とし込んでいくことが大切です。い
わばミクロの視点をマクロに広げる作業であり、患者の生
活を支える看護師だからこそ担える役割です。
　看護師はボトムアップとトップダウン、ミクロとマクロ、とも
すれば相反するこれらの視点を両立させ、そのいずれにも
専門性を発揮することができます。様々な職種による専門的
な知識を総合的につなぎ、患者に必要な最良の栄養管理
法を考え、さらに患者個別の生活につないでいくことがで
きる看護師こそエキスパートといえるのではないかと思い
ます。

　平成26年度診療報酬改定では、病院（入院）から在宅
（患者の自宅もしくは施設）へシフトすることが明確に打
ち出され、国が医療体制を大きく転換しようとしています

（図１）。
　何らかの病気を抱えた多くの高齢者がいるこれからの社
会では、スポット的な医行為だけでなく、長い時間軸で患者
を支えることが必要となります。そのとき、看護師こそ大きな
役割を担っていくのではないでしょうか。看護師はもともと

「生活」のなかから生まれ、病院ではなく、生活の場で活躍し
ていた職種です。患者さんの生活空間のなかで、一対一で
健康と生活を支えるのが看護師の本来の役割です。患者さ
んやご家族は、ご自宅に帰る目安に「食事が食べられるこ
と」と「トイレに行けること」を挙げます。特に食事は誰もが
望む健康のバロメーターで、まさに「生活」に密着したもの
です。
　国が地域包括ケアシステムを構築しようとする今、「生
活」を支えることのできる看護師に求められる役割も大きく
なるのではないかと思います。

　そもそも法律で定められた看護師の役割は、「療養上の
世話」と「診療の補助」の2つがあります。そのうち「療養上の
世話」から分かれていったものが介護職で、「診療の補助」
から派生していったものが、管理栄養士や歯科衛生士、リハ
ビリスタッフなどの職種です。今ではそれぞれの専門性を
高め、多職種で構成するいわゆるチーム医療にまで発展し
ていますが、細分化された役割を持つ多職種の中で、看護
師は何ができるでしょう。看護師は療養上の世話をしなが
ら、診療を助けるための観察やアセスメント（判断や分析）を
しており、「療養上の世話」と「診療の補助」の2つにまたがっ
て患者さんをケアすることは看護師の特性といえます。その
ため栄養管理においても、「療養上の世話」をしながら、栄
養に関する情報収集や観察を継続することができます。例
えば、「食欲がおちた」、「食事をよくこぼすようになった」、

「足のむくみが増えて歩きづらそう」など、患者の小さな症
状の変化を観察し、どうすれば少しでも安楽に生活の質が
向上するか考えることができます。
　医師の「診療の補助」として活動しているNSTが栄養計画

看護師の仕事も大きく転換していく

患者に必要な栄養療法を生活につなぐ力

生活の視点で栄養管理を考え、そして思いを語る

実際の臨床現場における栄養療法は非常に多岐に及び、栄養の投与ルートの選択と管理だけでも高度の専門
的な知識と技術が要求されます。また適切な栄養管理を実施するためには、在宅など退院後の栄養管理の継続
も考慮し、患者や家族の日常生活などを把握すること、医師や薬剤師、管理栄養士、ソーシャルワーカーなど様々
な多職種との連携が必要です。そのためには患者の栄養管理を総合的に調整することのできるエキスパート
ナースの存在が重要であり、それらは看護師の仕事そのものでもあります。
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