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はじめに

栄養教育論および栄養指導論は、管理栄養士養成課程および栄養士養成課程のカリ

キュラムの総まとめ的な専門科目であり、幅広い学問領域にわたる知識と技術の習得

が求められる。近年では、「管理栄養士国家試験出題基準（ガイドライン）」の改定や

「日本人の食事摂取基準（２０２０年版）」の発表など、その動向はめまぐるしく、また、

特定健診・特定保健指導の浸透、食育の社会的重要性の認識の深まりなど、その範囲

はさらに広がっている。一方で、養成施設における栄養教育・指導の実際的な専門的

技術・技能を習得するための実習時間は限られており、さらに養成施設の教育理念あ

るいは教員の専門性などによって、実習内容の力点の置き方が異なる場合もある。

本書は、近年の動向を盛り込みつつ、知識を習得する性格のテキストではなく、考

え方や実践方法を導きながら、学生が自発的に実習に取り組むことができるよう、実

習プログラム（ワーク）を提供することに特化したワークブックである。理論的な記

述は、実習プログラムを学生が進めていくにあたって必要となる内容にとどめている。

さらに、各養成施設の独自性を生かした教育目標の設定や重点の置き方に応じて利用

方法が広がるように実習プログラムを取捨選択して実習・演習時間のカリキュラムを

組み立てることができる栄養教育実習および栄養指導実習のテキストとして編集した。

各ワークには「推奨時間」「用意するもの」「ワークの手順」を記載しているが、これ

らに捉われすぎることなく、一つの目安として実習を展開していただきたい。

なお、本書は「基礎実習編（第１部）」「応用実習編（第２～４部）」で構成してい

る。基礎実習編では、マネジメントサイクル一連の流れを体験しながら、栄養教育や

栄養指導に必要となるスキルを身につける。応用実習編では第１部で身につけたスキ

ルを生かし、ライフステージ別、特定健診・特定保健指導、食環境の実習を行い、応

用力を身につけていく。また、本書の特性として実習に用いるワークシートなど、そ

の多くを電子媒体にて示している。実習・演習を効果的に進めるために、ぜひご活用

いただきたい。

本書が、管理栄養士・栄養士をめざし学んでいる方、そして実際に現場に携わって

いる方のお役に立てることを願っている。また、本書がよいものとなるよう、忌憚な

いご意見やご助言を賜れれば幸いである。

刊行のためにご尽力くださったすべての皆様に心から感謝申し上げる。

２０２０年２月

編 者
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●本書の活用にあたって

本書の活用にあたって、本書の特徴と留意点について下記に示した。

【特 徴】

�本書は、栄養教育および栄養指導に関するワークブックである。

�課題ごとのデータや解析方法、レポートフォームなどは電子媒体によるものとする。

ダウンロードページ：

㈱みらいホームページ（http://www.mirai-inc.jp/）→「MENU」の「ワークシートダウンロード」

�具体的なワークを通して、考察する力を育成する。

【留意点】

�各課題の知識や技術の科学的理論・根拠については、栄養教育・指導論や他の専門

教科の教科書を参照していただきたい。

�それぞれのテーマに必要な演習・実習内容としているが、学習者の状況等によって

取捨選択していただきたい。
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UNIT４－３ 食物および情報へのアクセス …………………………………………………………235

地域の特性を活かした食育弁当の製作 ／235

Work４－３－１ 地産地消の食材を使用した食育弁当を作ってみよう／235
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第１部は、栄養教育・指導実習すべての基本となるように位置づけている。講義

で学んだ知識を生かしながら、マネジメントサイクル一連の流れを実際に経験し、

そのうえで必要となる技術を身につけるよう実習する。あくまで「実習」であるか

ら、講義で学んだ「知識」は、事前にしっかりと身につけたうえで取り組むこと。

なお、この第１部は、授業としての構成であるから学生自身を対象とする。した

がって個人を対象とする場合は、学生自身を他者として、また集団を対象とする場

合は、クラスを対象として、データ収集・分析や診断を行う。自分自身も対象者と

なり、自己をアセスメントし、基本的な栄養教育・指導を実習することで、他者を

対象とした様々な栄養教育・指導への応用につなげることが望ましい。

第1部
栄養教育・指導のための
基礎実習

基礎実習編
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栄養アセスメント�
―健康・身体状況のアセスメント―

１ 臨床診査

実習・演習の目標

対象者の身体状況を観察すると同時に、主な自覚症状などを聞き（問診）、栄養状態を評価

する臨床診査（clinical methods）の方法を習得する。

□事前にチェック！

□ 栄養素摂取状況と関連する身体的徴候を理解しているか。

□ コミュニケーション技術が身についているか。

□ カウンセリングの基本姿勢を理解しているか。

□ 対象者が話しやすく、必要な情報を聞き出すにはどのような雰囲気づくりが必要

か理解しているか。

Work1-1-1

質問紙法や面接法で問診を行ってみよう 【推奨時間：１４５分】

●用意するもの（ツール）

�問診項目の検討表
ファイル名：UNIT１－１．xlsx シート名：ワークシート１－１－１

�栄養素摂取状況に関連する身体所見と評価
ファイル名：UNIT１－１．xlsx シート名：ワークシート１－１－２

�問診の評価票
ファイル名：UNIT１－１．xlsx シート名：ワークシート１－１－３

●ワークの手順

�３人１組になって、指導者役、対象者役、観察者を決める。
�それぞれでワークシート１－１－１を用いて、臨床診査に関する問診の項目を検討
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し、問診票を作成する。

�記入漏れ、誤った記載、不明な箇所などがないかをグループ内で確認し合い、必要
に応じて修正してグループで共通の問診票としてまとめる。

�問診を評価するための項目をグループで検討し、ワークシート１－１－３の評価項
目の欄に記入する。

�ワークシート１－１－２を用いて、身体所見をとるために、観察する身体部分と症
状、その原因について調べてまとめる。

�質問紙法もしくは面接法で問診を行う。質問紙法では、指導者役は対象者役に問診
票を配布し、記入する前に調査目的、書き方などについて説明する。問診票を回収

したあと、正確に記入しているか確認する。面接法では、カウンセリング技法（UNIT

１－６参照）を用いて質問する。

�対象者役の身体所見をとり、ワークシート１－１－２を用いて評価する。
�役割を交代する。
�評価票（ワークシート１－１－３）を用いて、設定した評価項目に基づき、それぞ
れの役割から評価する。

ポイント＆アドバイス

１――信頼関係の形成とインフォームド・コンセント

面接法による問診は、対象者との信頼関係（ラポール）の構築が重要である。この

信頼関係が成立するか否かで、その後の栄養教育・指導に大きな影響をきたす。

また、調査を行う場合には、対象者に対して、調査の目的、意義、方法などについ

て十分に説明を行い、調査対象者のインフォームド・コンセントをとることが重要で

ある。なお、問診や調査で知り得た対象者の個人情報については守秘義務があるので、

十分注意する。

２――臨床診査の基本項目

身体の徴候を調べる方法としては、視診、聴診、触診、打診などがあるが、対象者

の栄養素摂取状況に関連する特徴的な身体所見を観察するためには、視診や触診を中

心に行う。頭髪、爪、皮膚、眼、舌、口唇の状態、顔貌、顔色などは、視覚的に観察

が可能な視診で把握し、また、皮膚の症状、浮腫などは、触診で把握する。

また、視診や触診では把握できない対象者の主観的な項目は、問診で把握する。問

診は、問診票（予診票）を作成して面接法や質問紙法（自己記入式）、また、それら

を組み合わせた方法など目的に応じて進める。主な問診項目は、表１－１－１のとお

りである。

�UNIT１－１ 栄養アセスメント�―健康・身体状況のアセスメント―�
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表１－１－１ 主な問診項目

主 訴：腹痛、しびれ感、食欲不振など対象者の訴え。

現病歴：主訴の症状がいつどのような契機で起こり、現在までどのように推移してきたかという経過。

既往歴：現在までに罹患したことのある病気、怪我。また、手術歴、輸血歴、アレルギーの有無など。

薬剤歴：現在服用中の薬、健康食品などの有無。薬剤による副作用の有無など。

体重歴：現在の体重、これまでの体重増減など。

家族歴：対象者の家族や血縁者が過去または現在罹患している病気。

生活歴：運動、嗜好、喫煙、飲酒、これまでに経験した職業など。

２ 臨床検査（生理・生化学検査）

実習・演習の目標

臨床検査（biochemical methods）の結果を評価できるように、各検査から得られる情報

の意味を理解し、栄養教育・指導に生かす力を習得する。

□事前にチェック！

□ 栄養教育・指導に必要な臨床検査の種類を理解しているか。

□ 各臨床検査項目の意味を理解しているか。

Work1-1-2

栄養教育・指導で重要となる臨床検査項目を挙げて、基準値と検査目的などに

ついて調べてみよう 【推奨時間：４５分】

●用意するもの（参考資料・ツール）

�栄養教育・指導に必要な臨床検査項目
ファイル名：UNIT１－１．xlsx シート名：ワークシート１－１－４

�実習生自身、家族などの健康診断の結果

●ワークの手順

�ワークシート１－１－４を用いて、栄養教育・指導に必要な臨床検査項目を検討す
る。

�各項目について検査する目的を調べて記入する。
�それぞれの臨床検査項目の基準値を調べて記入する。
�完成したワークシート１－１－４を用いて、実習生自身、あるいは家族などの健康
診断結果から、健康状態を評価する。
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