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誤嚥性肺炎を繰り返す患者の食事支援
－ポジショニング統一への取り組み－

発 表 者 村角 直子 （香川県：内海病院）

共同研究者 中塚 愛、冨山 加奈子、山下 香里
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�．はじめに
加齢に伴い嚥下機能が低下し、誤嚥性肺炎を

繰り返し入院される患者が多くいます。入院後

は、中心静脈栄養法や胃瘻を余儀なくされ、食

べる喜びを奪ってしまい、患者の QOLまで低

下させています。少しでも長く口から食べたい

という患者、食べさせてあげたいという家族の

希望を叶えるため、私たちが行っている食事介

助方法を見直し、検討する必要性を感じました。

今回、安全に経口摂取が行えるように食事時の

ポジショニングについて勉強会を行い、食事支

援を行った２名の事例経過を報告します。

�abc9Ë

* :D�¿�\ø�d�����p	3ef�!
��.ã�ÂÃ�ZÍ��Ï[¬�

/ P:ÓN,JG�¡ �3]^	�6B��eGe
f_3�S�_¥�3RS3µì�Î}¤�¬�

ôg2��9�ÞB

�．研究目的
１． 安全に経口摂取をすすめるために患者の状

態に応じた有効な食事介助方法を検討する。

２． ポジショニングについての勉強会を行うこ

とで、看護師の知識・関心度の変化を明らか

にする。
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�．研究方法
１． 研究期間：平成２４年８月～１１月

２． 研究対象：誤嚥性肺炎を繰り返す患者で本

人または家族に同意を得た患者２名、病棟看

護師２０名

３． 研究手順：�食事時の安全なポジショニン
グについて ST（言語療法士）を交え検討し統

一した介助を行い評価する。
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�研究期間中に勉強会を行い、その前後で看
護師の意識調査を実施。

�．倫理的配慮
患者、家族に対し研究の主旨及び内容を説明

し同意を得て、対象看護師にも研究以外には使

用しないことを明記した用紙を配布し同意を得

て調査を行いました。また個人が特定されない

よう配慮しました。

�．事例紹介
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事例１患者：A氏 女性 ９５歳

疾患名：肺炎にて再入院

経過：要介護５で訪問サービスを利用しなが

ら在宅で長男夫妻が介護を行っていま

した。自力での体位変換は不可で円背

がありました。入院前の食事形態は全

粥・キザミ食をギャッジアップ９０度で

カレー用のスプーンを使用し、お嫁さ

んが食事介助を行っていました。一口

量が多く、介助するスピードも速いた

め摂取時にむせ込むことが頻回でし

た。
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対応：A氏は円背が強いため肩から後頭部にか

けて大きめのクッションをかませ、頸部が伸展

しないようにし、両膝にも大きめの枕を挿入し

安定した姿勢で摂取できるようにギャッジアッ

プは４０度としました。また、一口量を少なめで

食べてもらうように小さめのティースプーンを

用意してもらい、食事形態も飲み込みやすいゼ

リー食としました。ポジショニング時の写真を

掲示し、その方法で介助してもらいその後お嫁

さんに説明・指導を行いました。むせ込み・発

熱もみられず状態も安定し退院となりました。

以前は一週間前後で再入院していましたが今

回、退院後も誤嚥することなく過ごされていま

す。
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事例２患者：B氏 男性 ８２歳

疾患名：嚥下性肺炎にて再入院（既往に

糖尿病・脳梗塞あり）

経過：要介護５でディサービスを週に２回、

訪問介護を利用しながら在宅で妻が介

護を行っていました。自力での体位変

換は不可。脳梗塞の後遺症による右上

下肢の片麻痺がありました。入院前、

自宅での食事形態は全粥・軟菜を車椅

子に移乗し、カレー用のスプーンを使

用して左手で自己摂取をしていました

が、途中疲れてしまい妻が介助をして

いました。食事摂取時、むせ込むこと

が頻回でした。

¼~�3 !

¯½��Z	A/�
p	¾�¯W¨Bo
��¢}B
��7MÁ7�il�

ÂßÆ�0ABoi�]¨�||
¯½�Â�ZA¿«@�¬ ef

ÀW¨Bo

���[��Æ
��GÁ&¬�

9��
¡v� �

��7:Á7�À�ý�

P:ÓN,JG3P�AHÙe¨�ÇB��7<��39
���u�G�K7'e�.

³�ÍÎ� �

�Ù�³¡Bo�����A}Â��¢}B

�ø%�úAú}Ê�iÀG�¶¤@ÂÃ�Ä¬

�ÂÃ�fÀ�Fg9Â

�P:ÓN,JGi3£¤�¥��¯3Í�e�Z��¢}B

����Ç@ÂÃ3=@Í� �

�§"74J'ÅIJ�QuQ�D	«�±�XeGÂÃ�Zi3+

Ø��Æ�¢}B

§"�¢AB¬����|ØLg9+��Ç���
A}�Èe`©{Ê� «¬

対応：B氏は嚥下造影で右の食道入口部が嚥下

時に開きにくく右側に食べ物が溜まりや

すい状態であったため横向き嚥下とうい

うポジショニング方法を行いました。介

助者は必ず右側に立ち、食事介助を行う

ことで患者の顔を右側に向けるという意

識を自然と高めることができました。両

膝に枕を挿入して固定し、頸部をしっか

りと前屈させた姿勢で摂取できるように

ギャッジアップは４０度程度としました。

また、一口ずつ嚥下を確認しながら食べ

てもらい、むせ込みがみられる時はしっ

かり咳嗽を促すという点に注意しまし

た。食事形態は食べ物が溜まりにくいミ

キサー食としました。妻が在宅での介護

を希望され、ポジショニングと食事介助

の仕方・注意点について説明・指導を行

いました。また、栄養士より食事の作り

方を指導してもらい退院することができ

ました。退院後は週に一度、ディサービ
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スを利用するということで、退院前のカ

ンファレンスで食事介助時のビデオを観

てもらい、統一したポジショニングが行

えるように写真を配布し説明を行いまし

た。退院後も誤嚥することなくディサー

ビスを利用しながら在宅で過ごされてい

ます。
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�．結果
ポジショニング方法を検討し、介助者が統一

することで誤嚥性肺炎を再発することなく、退

院でき在宅で過ごされています。
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看護師へのポジショニングについての勉強会

前後の意識調査結果は図１の通りです。

勉強会前はポジショニングについての認識も

５５％だったのが、勉強会を行うことで８５％と認

識度も高まりました。
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�．考察
嚥下障害を伴う患者への看護師によるアプ

ローチの必要性は高まっています。藤島らによ

ると、「看護師は、医師の指示に従って、摂食

・嚥下障害者の医学的管理を行う重要な職種で

ある」と位置付けられており、十分な知識・技

術が求められています。今回の研究を通して、

ポジショニングの重要性・有効性を強く実感し

ました。介助者が統一した食事支援が継続でき

るように工夫・指導が大切です。そのためには

患者の全身状態を観察し、他職種との情報共有

・連携を図りながら慎重に進めていく必要があ

ります。今後の課題として、勉強会・カンファ

レンスを定期的に行いチームアプローチを発展

させ患者の満足に繋がる食事支援を考えていき

たいです。
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�．結論
１． 誤嚥性肺炎を繰り返さず安全に経口摂取を

すすめていくには患者の状態（体型・誤嚥の

原因）を把握し、状態に応じたポジショニン
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退院支援には情報だけでなく、想いの共有が大切である。
それを実現するための当院での取り組み。

発 表 者 堀口 正樹 （京都府：京丹後市立弥栄病院）

グを統一することで誤嚥予防に効果的である

ことが分かりました。

２． ポジショニングについての勉強会を行うこ

とで看護師の意識も高まり、関心度も深まり

ました。
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まずは、当院のある京丹後市の紹介です。

京都府北部、丹後半島に位置し、東西約３５km、

南北約３０kmの大きさです。
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