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本書の概要 本書は、成人の摂食嚥下障害が、栄養治療における一つのハードルとなっていることを鑑み、企画しました。

管理栄養士をはじめ、栄養治療に携わるすべての職種で、つねに携えて、摂食嚥下障害で困ったときの羅針

盤となるような内容です。摂食嚥下支援加算が摂食機能療法に加算された2020年から2年が経過し、加算に

必要なメンバー構成を準備してきた医療機関や地域包括システムも多いと思われます。ニュートリションケア

では、2021年9号から「摂食嚥下支援加算のための摂食嚥下チームの作り方」を全7回にかけて連載しまし

た。この企画で少しでも多くの摂食嚥下チームが結成されることを願っていましたが、さらに2022年度は、摂食

嚥下支援加算の算定要件が緩和され、摂食嚥下チームを組みやすい形となりました。本書の最大の目的は、

摂食嚥下チームが適切に結成・運営され、少しでも患者の摂食嚥下障害による栄養障害を改善させるため

に、多職種に摂食嚥下障害への理解と取り組みがなされる一助となることです。
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