
栄養管理サービス部

社会医療法人 仁愛会
浦添総合病院

～病院・栄養部門の概要～



当院の紹介

所在地：沖縄県 浦添市
病床数：334床
平均在院日数：11.5日（2022年4月）

【診療科目】
内科、循環器科、心臓血管外科、呼吸器科・消化器科、外科、肛門科、整形外科、眼科、耳鼻咽喉科、

腎臓内科、形成外科、脳神経外科、麻酔科、放射線科、呼吸器外科、神経内科、リハビリテーション科、

歯科、歯科口腔外科、アレルギー科、病理診断科、救急科

【施設認定など】

臨床研修指定病院

地域医療支援病院

救急救命センター

へき地医療拠点病院

地域災害拠点病院

浦添総合病院

地域救命救急センター
ドクターヘリ・ドクターカー



栄養管理サービス部紹介

フード部門 ⇒ 入院食管理

【給食委託スタッフ 約60名】
・支配人 1名
・栄養士 7名
・調理師 7名
・調理補助・洗浄専任 43名
・給食事務 2名

クリニカル部門⇒臨床栄養管理

【管理栄養士 16名】
・科長 1名
・主任 1名
・病棟専任 7名
・診療科専任 5名
・入院支援室専任 1名
・給食運営 1名

全面委託



主な業務(役割分担)

フード部門 ⇒ 入院食管理

・食数管理(給食オーダーの受理)
・食材管理(発注・検品・在庫）
・入院食の調理
・入院食の配膳・下膳

クリニカル部門⇒臨床栄養管理

・入院患者の栄養管理
栄養管理計画書策定と実施
モニタリングと定期的な評価
退院時総合評価、栄養サマリー作成

・入院食事栄養指導
・外来栄養食事指導
・チーム医療
（診療科カンファレンス・回診などへの参加）
・献立作成

全面委託



定員16名

2022年度

南4
(60床)

北4
(60床)

北3
(43床)

北5
(45床)

南3
(60床)

東3
(33床)

救命/ICU/HCU
(37床担当)

給食管理
新病院給食
システム構築

入院支援室
＆

外来栄養指導

救急集中治療領域専任
外来指導及び

外来化学療法の栄養管理専任NST専任

管理・監督者
2名

給食運営専任
(職歴5年以上)

1名

病棟常駐栄養士
(職歴5年未満)

7名

診療科専任栄養士
(職歴5年以上)

5名

入院支援専任
(職歴5年未満)

1名

クリニカル部門の体制

NST専門療法士 6名
糖尿病療養指導士 1名

保育園担当

※2023年より

周術期栄養管理専任

主任

科長



業務内容

■心臓リハビリテーション栄養教室
心臓リハビリテーションを行っている患者様に
合わせた食事アドバイスを行っています。

■入院栄養管理
病棟に常駐し、常に他職種と情報共有を図り
ながら、患者個々に合わせた栄養管理を行っ
ています。

・栄養管理計画書策定と実施
・モニタリングと定期的な評価
・退院時総合評価
・栄養サマリー作成

■食事栄養指導
2021年度より特に力を入れているのは、
外来がん化学療法を行っている患者様に
食欲不振時の際の食事の工夫など
アドバイスを行ったりしていることです。

✓入院食事栄養指導件数

年間1,517 件

✓外来食事栄養指導件数

年間 255 件



業務内容

■チーム医療活動

月 ・消化器内科
・脳神経外科

火 ・脳神経外科
・整形外科
・外科
・心臓血管外科
・循環器内科
・褥瘡回診
・緩和ケア

水 ・呼吸器外科
・NST回診

木 ・形成外科
金 ・整形外科
・呼吸器内科

月～金 ・救急集中治療科
・ICU回診

■カンファレンス・回診スケジュール



業務内容 ～1日のタイムスケジュール～

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

・対象者リスト作成（25～30件）
・部署の情報共有ミーティング
・病棟に常駐し栄養管理

・検食（入院食評価）

・食事ラウンド

・休憩

・病棟に常駐し栄養管理

一日の振り返りと明日のスケジュール作成

年間 35,362 件

月間 2,946件

1日 147 件

・スクリーニング
・食事栄養指導
・栄養管理計画書作成
・定期的な評価・見直し
・栄養サマリー作成
・カンファレンス参加
・退院時総合評価



人材育成 ～スタッフ個々の役割及び達成目標～

●組織横断的な管理業務(部署外・院外も含む)

●部署業務統括管理 ●部署・部門代表の役割業務・その他

スタッフ育成(人事考課) 栄養管理委員会事務局

労務管理 医療技術部門管理者会

給食委託管理 臨床研修管理・運営委員会

内部・外部監査受審(準備・管理) 医療介護ネットーワーク2025分科会B

他部署との対外的な業務 医療安全委員会

電子カルテメンテナンス 病床管理運営meeting

南4階病棟多職種協働合同meeting

※個人で受けている業務 診療録委員会

医療の質改善委員会 災害対策委員会

業務改善活動推進委員会 新病院移転建設プロジェクト

●部署現場監督 栄養管理委員会事務局業務

スタッフ育成(人事考課)

勤務表作成

病棟栄養管理の担当欠員時に支援・検証

電子カルテメンテナンス

内部・外部監査の補佐

臨地実習担当

栄養管理業務実績管理(データ分析)

●栄養サポートチーム専従栄養士 ●栄養指導(入院外来) ●役割業務 ●その他

●診療科専任栄養士 各種サーベイランス企画 各種WGメンバー

●病棟担当栄養管理 栄養部会議の準備進行 各種委員会担当

給食運営窓口(管理補助) (褥創・感染・パス)

献立改訂 IBDチーム

部署QCリーダー 肝炎チーム

入院食満足度調査企画 プリセプター

勉強会企画担当 各種委員会担当

ふれあい執筆

互助会委員

病院の理念･方針に基づき、部署方針を策定

する。

財務、業務プロセス、顧客、学習成長の視

点の4つの視点より事業計画を立て業務を

遂行する。

病院の理念・部署方針に基づき、栄養管理

業務の統括・運営できる。

栄養指導媒体の整備
「季節のレシピ」

フロアリーダーの取りまとめを行い、部署

の目標達成の方向付けを行う。部員の目標

達成の為の指導・支援を行う（人事考課）

部署の業務に精通し、チームメンバーの指

導・支援をしながら方向づけを行い、部署

の目標達成に貢献できる。

担当フロアーの状況を把握し、日常業務や

実績から業務改善の提案をする。

（日常業務の問題・課題を週単位・月単位

で振り返り、改善に取り組む）

経験に基づいて状況を全体として把握し、

業務改善や提案ができる。チームリー

ダー・プリセプターの役割と責任を果たす

ことができる。

個人指導

管理職

科長

現場監督

主任

日常的な栄養管理業務を数多く遂行し、ス

キルアップを図る。

役割 達成目標 職務分掌

集団指導

・心リハ

・心不全※

基礎知識や技術を習得し、状況に応じて一

人で業務ができる。栄養管理部門を理解で

きる。

ス

タ

ッ

フ

リーダー

職歴5年以上

スタッフ

職歴3年以上～職歴5年未満

職歴2年～3年未満

新卒～職歴2年未満

★入院基本料(栄養管理体制）

栄養管理計画書策定及び実施

定期的な評価及び見直し

退院時総合評価

栄養サマリー作成

その他サマリー作成

ミールラウンド

カンファレンス・回診参加

⇒ 部門の成果を出す

⇒ 部署の調整的役割を果たす

⇒ 個人の成果+組織貢献

⇒ 個人の成果をだす

管理職

科長

指導職
主任

リーダー
職歴5年以上

スタッフ
職歴3年以上職歴5年未満

職歴2年～3年未満

新卒～職歴2年未満



人材育成 ～新人教育～

1日目 診療報酬・約束食事箋の理解、電子カルテ基本操作など

1週目 栄養管理計画書作成、栄養スクリーニング、対象者リスト作成法

食事摂取状況の調査方法など

2週目 栄養指導の介入手順、指導記録方法など

3週目 栄養アセスメントや定期栄養評価について

医師と相談しながら栄養調整
カンファレンスの参加

4週目 栄養サマリーの作成方法

退院時総合評価方法

5週目以降 検食

経管栄養の調整、経口食併用の調整

6ヶ月以降 集団栄養教室の担当

2年目以降 栄養カンファレンスの進行、研修会参加後のプレゼンテーション

栄養管理委員会の開催準備など



人材育成 ～新人教育～

管理職

科長

指導職
主任

リーダー
職歴5年以上

スタッフ
職歴3年以上職歴5年未満

職歴2年～3年未満

新卒～職歴2年未満



人材育成 ～症例検討会及び勉強会の開催～

4月 症例検討(検査値・レントゲン画像の見方など)
5月 経管栄養注入時のトラブルとその対策について
6月 栄養指導スキルアップ
7月 蛋白量設定について①
8月 蛋白量設定について②
9月 栄養指導スキルアップ
10月 栄養サマリー(配布対象者に合わせた作成法について)
11月 術後の栄養管理(食事開始・食上げのタイミングの注意点)
12月 栄養指導スキルアップ
1月 症例検討会(嚥下食について）
2月 肝臓・胆管・胆道系の栄養管理(食品と薬剤の組み合わせ)
3月 診療報酬改定について

■勉強会スケジュール：毎月第3金曜日15：00～16：00

■症例検討会：チームごとに実施

毎日15：00～ 15分～20分程度

※2021年度実績



人材育成 ～学会・研究発表会への参加～ 県外発表

発表年・月 学会名 タイトル

2016年1月 第19回日本病態栄養学会年次学術集会 当院でのCDトキシン陽性者の実態調査

2016年1月 第19回日本病態栄養学会年次学術集会 当院における管理栄養士の役割について

2016年10月 第18回フォーラム「医療の改善活動」全国大会in倉敷 適正な食材管理を目指して
～賞味期限間近の経管栄養製剤の発生をなくそう

2016年12月 平成28年度後期 多職種連携研修会 癌（がん）と在宅緩和ケア（講師）

2017年2月 第32回日本静脈経腸栄養学会学術集会 急性期病棟における栄養管理状況について

2017年10月 第39回日本臨床栄養学会総会 当院の栄養指導件数増加への取り組み

2017年11月 第19回フォーラム 医療の改善活動全国大会in松山 未喫食を減らそう!! 入院食の無駄をなくすため

2018年1月 第21回日本病態栄養学会大会 流動食献立の改訂とその効果

2018年2月 第33回日本静脈栄養学会学術集会 人工膝関節置換術患者を対象とした周術期栄養補助食品によるリハビリ
テーション効果向上の検討

2018年10月 第40回日本臨床栄養学会総会 経口食移行への取り組み

2019年2月 第34回日本静脈経腸栄養学会学術集会 効果的な栄養管理を目指して

2020年2月 第35回日本静脈経腸栄養学会学術集会 病棟常駐して見えてきたこと
～切れ目のない栄養管理を目指して～

2021年7月 第36回日本臨床栄養代謝学会学術集会 地域へ繋ぐ退院支援を目指して
～急性期病院の役割～



人材育成 ～学会・研究発表会への参加～ 院内発表

発表年月 発表会名 タイトル

2016年3月 第23回仁愛会研究発表会 当院における管理栄養士の役割について

2016年3月 第23回仁愛会研究発表会 集中治療領域における
早期経腸栄養プロトコール導入後の効果について

2017年3月 第24回仁愛会研究発表会 当院の流動食献立の改訂とその評価について

2018年3月 第25回仁愛会研究発表会 当院栄養サポートチームの活動報告

2019年3月 第26回仁愛会研究発表会 入退院支援室における管理栄養士の関わり


