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題字はキッチンスタッフ 松井順子です 

（ 1 ） ケアハウス清水苑会報 “うるおい” 平成29年9月1日 

社会福祉施設での栄養士は、献立の作成、食材の発
注、調理員に対する栄養に関する知識の向上などの
指導、給食施設の衛生管理、さらには個々の利用者
の状態に応じた献立作成、栄養指導などが仕事の内
容となってきます。 
社会福祉施設のほとんどは利用者に食事を提供して
いますので、栄養士が必要です。 

谷口 
管理栄養士 

施設で“明るく、楽しく、元気よく生活が送れる基本は、美味しい常食です。
施設業務経験のなかった自分は、どの様に取り組めばよいのだろうか？と
戸惑う日々でしたが、朝会から学ばせて頂き入居者の皆さんが最後まで生
活できるように応援していきたいと思い、色々な業務をさせて頂いています。
入居者の皆さんと多く関わることで事で、食事を生活の基本と観れる様に
なっていきます。治療食は、納得されて食べれるところがありますが、常食を
美味しく食べていただく事は、非常に難しく課題の多いものです。また、食堂
は社交の場です。一日３食のお食事を皆さんが仲良く食べれるように、全ス
タッフで協力していきたいと思います。 

  谷口管理栄養士の仕事をズームイン！   

事務業務、その他 

★献立作成後の選択メニュー集計をしています。清水苑の
メニューは朝・昼・夕の３食は２種の選択メニューになってい
ます。ご自分で選択して頂きますが、それが難しい方は、谷
口管理栄養士が嗜好把握しているので、選択をして状況を
見ています。今日はこの集計確認をしていました。 

★キッチンスタッフから、献立や仕入れ、業者その他いろ
んな相談、意見がありますので、その都度、対応していま
す。入居者の皆さんの個別の食事状況はキッチンスタッフ
も見ており、いろんな情報が入り貴重な意見が貰えるので
助かります。月に一度、キッチンスタッフと1対1の面談もし
ています。 

★食後の下膳をしています。入居者の皆さんの食事状況をチェックしな
がら体調管理の確認、また嗜好確認をしています。実際、目で見て確認
をすると、火の通し具合、添えの野菜に味が無いときも残食が多いみた
いです。食べ方の汚い方、常に残していた方も徐々に改善されいる事も
分かります。 

★この日は、大学卒業予定の管理栄養士を目指す学生の面接がありま
した。大学で勉強する過程はあくまで栄養過程の基礎であり、実際の業
務とは大幅に違うこと、また、清水苑の管理栄養士業務は他と違うこと
を谷口管理栄養士が直接話をして案内をしています。そこでついて行け
るか判断してもらい、バイトに入って体験してもらいます。 

入居者の皆さんとの関わり 

★居室周りの時に、冷蔵庫のチェックもしています。
佃煮、梅干し、などが多く入っています。いつ購入さ
れたのかご本人が覚えていない物や、飲みさしの飲
料など、状態をみて廃棄の声掛けをしています。 
冷蔵庫の汚れも食中毒に関係しますから、汚れが目
立つ場合は声かけをしています。 

厨房業務、配食サービス 

★この日は「外食デー」の引率でした。前回の焼肉外食デーの時は、食
中毒の心配もあり、肉の焼き具合をチェックしました。今回は中華料理
でしたが、連日の猛暑からか最近食欲低下気味の方や食事状態の気
になる方が参加されたので、その様子観察も兼ねてハイエース8人乗り
を自ら運転して行ってきました。一緒に参加したことにより、問題解決に
も繋がり良かったみたいです。 

★清水苑スタッフはみんな何かしらのクラブを担当していま
す。谷口管理栄養士はレクレーションです。食と関係なく、
皆さんと笑いながらクラブをすることも接点のひとつとして
考えています。気持ちをリラックスしながら楽しむことで、そ
こから色々なコミュニケーションも図れます。 

★入居者の皆さんは各自専用ポットを持っています。これは、24時
間利用できる給茶機(温茶・冷茶・冷水・温水)を入れる物です。時
間が経つと衛生上良くない、ちょうど飲みきれるサイズになっていま
す。この日は、入居者の方がポットの漂白について相談に来られ、
谷口管理栄養士から漂白チェックポイントの説明をしておりました。 

★厨房業務は、作成した献立の工程を確認す
る為には、必要な業務です。切込みにかかる
時間、調理の時間、食材の状態、献立のバラ
ンスなどをみて残食がなるべく無いようにして
いきたいと取り組んでいます。 

★この日は、月１回しているランチバイキング。今
月は手巻き寿司でした。入居者の皆さんが楽しみ
にされている一つです。嗜好が皆さんそれぞれ違う
ので、試行錯誤しながら10種類の手巻き寿司を決
めて、当日準備しました。350本あっという間に完
売でした。残食ゼロは嬉しいです。 
 
★配食の配達員は２名おりますが、都合の付かない時
や、新規のお客様の時は休日関係なく出てきます。 
配達をしてから回収、それから残食チェックをして、地
域の方に対しても同じように体調管理、安否確認、嗜
好調査をしています。「いつも有難う。」「美味しかった
よ。」と声をかけてもらえる事が一番の励みになります。 

★ 考察 ★ 

栄養士の仕事プラスαのやるべき仕事はたくさんあります。厨房器具や食器
の選定、掃除、日直業務、食事の提供の仕方、誤嚥などの嚥下、麻痺、認知
症、咀嚼力の低下、嗜好、低栄養、疾病、精神面等などの重症化に陥らない
よう、食事提供には個別対応が必須になり、その為に、関係スタッフとの報
告・連絡・相談による対応、ケアマネジャー、医師など各々の専門の角度から
の意見をヒアリングして検討します。生活面も重視しチェックしています。また、
地域配食にも携わり地域の暮らし方を知るよう努めています。このように食事
だけでなく人の生活管理、厨房設備管理、全ての管理を必要とされることが管
理栄養士の仕事だと思います。 
入居者の方が重度化しても、その人らしい生活を継続するために多職種連携
と、実際に自分が関わる事で状況把握、即実践に繋がっています。 
谷口管理栄養士は他のGSスタッフと同じ共通の仕事もしているので、県内外
の研修会、研究会に参加しても、他職種の方と同等にコミュニケーションを取
ることが出来ます。「栄養業務だから分からない。」と言う事は絶対にありませ
ん。現に他の施設長から「清水苑の管理栄養士は凄いね。」と何度も言われ
ます。今後は講師に出て更に忙しくなるのでは?と思っています(笑) 



（ 2 ） ケアハウス清水苑会報 “うるおい” 平成29年9月１日 

Ｈ29.6.30現在 

○参加分布（平成28年度 家族懇談会参加率） 総括 
家族懇談会参加率より、一度も参加されない方は昨年度同様32％でした。年6回
開催していますが、6回共参加された方が昨年度16％から25％と増え家族懇談
会の参加の意識が年々高まっていると感じました。家族懇談会はスタッフとご家
族だけでなく、入居者とご家族のコミュニケーションの場でもあります。清水苑とし
て、家族へお伝えしたい事も家族懇談会を通じて伝えております。ご参加もされず、
無関心だが、スポットがあたると聞いていないでは困ります。ご家族として清水苑
にもっと関心をもって頂きたいと願います。会の内容についてはご家族の声が少
ないです。是非ご出席される時は貴重なご意見をお待ちしております。 

一年間入居さ
れ、一度も参加
されない家族の
方は相変わらず
多いです。年6
回全てに参加さ
れた方は年々増
えております。 

第63回家族懇談会 28年12月3日（土） 参加者 14家族 16名 
テーマ：薬について 

高齢者の薬の関係についてお話しをしました。薬剤師の先生に講演会を開いて頂
きました。ささいな事が日常茶飯事で薬の問題は起こっています。水虫の問題、夜
間帯に薬が欲しい、風邪薬、湿布薬、今回の講演会を通じて当人と薬の関係につ
いて少しでも理解して頂く事を説明しました。日常生活の中で不衛生行動について
未然に事務所側で対応している事を報告しました。 

第64回家族懇談会 29年2月4日（土） 参加者 18家族 22名 
テーマ：夢を描く 
入居者の方に今年一年の抱負を一言で表現して頂きました。殆どの方が健康に
暮らしたい。安心・安全に暮らしたいと言う意見でした。健康、安心、安全に暮ら
す為に清水苑では食事に力を入れ健康を支えている事、内包型のヘルパー（う
るおいキーパー）がいる事で安心、安全に生活を送れる環境整備を行っている
事、余暇活動は介護予防だけでなくスタッフと入居者のコミュニケーションの場で
もある事をお話ししました。 

第61回家族懇談会 28年7月30日（土） 参加者 16家族 20名 
テーマ：これからの私達の生活 
新しく入られる方や清水苑での生活に慣れてきた方、十人十色である言う事。そ
の人にとって当たり前の事が他の人は当たり前ではないと言う事、普通の社会人
がやってきた事に対して問題となれば正していかなければいけない事。明るく・楽
しく・元気よく、生活頂く事に私達スタッフは尽力している事をお話ししました。又、
余暇活動に参加して頂き夜間はぐっすり休んで頂く生活リズムが大事である事、
皆さんが楽しく参加出来る余暇活動を推進していく事もお話しさせて頂きました。 

第62回家族懇談会 27年10月1日（土） 参加者 21家族 24名 
テーマ：防災対策の強化について 
清水苑での災害時の対策についてご説明させて頂きました。先月の9月7日
（水）に清水分署の消防士4名の方に来て頂き講演会を行いました。火災に対し
ての避難訓練は毎月行っているが、災害は火災だけではありません。その他
の災害が起きた時にどのように対応すれば良いのか‥建物の安全性を確認し
て避難するか、留まるかを判断していく等、講演内容について話をしました。清
水苑の建物は常に検査を行い耐久的にも安全である事を報告しました。 

第59回家族懇談会 28年4月2日（土） 参加者 21家族 22名 
テーマ：新しい取り組みについて 
福井県の情報誌「ＵＲＡＬＡ」への掲載紹介。28年3月に実施した「本格寿司会」
について、一部、メディア（新聞・ＴＶ）でも報道された事の報告。清水苑の取り組
みへの理解。①安心の暮らし‥苑独自のヘルパー（うるおいキーパー）による気
づき、早期発見。②美味しく健康的な食事‥管理栄養士の食生活管理徹底、バ
ランス。③心地よい居住空間‥プライバシーが守れる個室、自分の時間。④つ
ながり‥余暇活動による閉じこもり防止、孤独感解消。についてお話ししました。 

第60回家族懇談会 28年6月6日（土） 参加者 18家族 22名 
テーマ：個別ケアについて 
「個別ケアとは何なのか‥‥」うるおい185号をツールとして説明させて頂きま
した。個別ケアは特別養護老人ホームが行うと言われてきましたが、施設に入
居することで個別ケアが行われているわけではありません。個別ケアは普通
の生活を普通にしていこうという取り組みである事をお話ししました。又、地域
配食についての取り組みへの報告、毎食の残食を少なくしていこうと個別での
声掛けや食事そのものへの検討を行っている事を報告させて頂きました。 
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