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遷延性意識障害で長期経管栄養管理となった患者の経口摂取への援助

発 表 者 嶋田 美和 （富山県：南砺市民病院）

共同研究者 藤井 初恵、山村 翔太、城宝 学、森河 尚江、豊川 則子
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はじめに

「食する」ことは人間が生きていく上で欠かせな

い行為であり、人間の基本的欲求の一つです。

しかし、意識障害患者には食認知ができないた

め、経管栄養における「食」を選択されること

が多くあります。

今回、遷延性意識障害で長期間経鼻経管栄養管

理となった患者に対し、嚥下評価のもと多職種

カンファレンスを開催し、家族の意向に沿って

援助を行った結果、経口摂取が可能となり経鼻

経管栄養から離脱することができました。今回

の事例に対する家族介入前後の援助を振り返り

たいと思います。
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研究目的

遷延性意識障害で経鼻経管栄養管理となった状

態から経口摂取が可能な状態となるまでの援助

が有効であったかを検討する。
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研究方法

対象：A氏 ７０歳代 男性

前立腺がんに対するホルモン療法中にウイルス

性脳脊髄炎を発症し入院。症状は改善傾向とな

りましたが、遷延性意識障害のため経鼻経管栄

養管理されていました。

方法：嚥下訓練期間を家族介入前後の２期に分

け、看護師の関わりとその援助方法について、

狭間が述べているリハビリテーションにおける

看護職の３つの役割に分類し検討します。
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経過及び結果

第１期
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発症後約９か月が経過、状態が安定したころ経

口摂取へ向けて多職種カンファレンスを開催し

ました。嚥下評価の結果、明らかな誤嚥徴候は

なく、嚥下造影検査で、ギャッジアップ４５度の

姿勢、スライスゼリーで最も嚥下が良い状態で

あることが分かりました。嚥下惹起遅延に対し、

食事開始前にカプサイシンシートの使用と Kポ

イント刺激を行いました。マーゲンチューブか

ら嚥下運動を阻害しにくいよう、ニューエンテ

ラルフィーディングチューブ（以下 EDチュー

ブ）への変更を主治医に提案、内服薬の調整が

行われました。リハビリでは、頸部のリラクゼー

ションの実施と覚醒時間の延長訓練が行われま

した。看護師によるゼリー介助開始となり、看

護師は、患者の状態の把握と統一した援助、反

応や摂取量を観察し多職種と情報共有、家族に

は日々の状態や経口摂取状況を伝えました。摂

取量が増加し、経管栄養は減量となりました。

第２期
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在宅療養に向けて妻にゼリー介助の指導を開始

しました。妻の介助時には常に傍に付き添い、

介助時の姿勢や一口量を確認し、反応や状態に

ついても伝えました。また、患者が経口摂取で

きることを共に喜び、来院し食事介助すること

をねぎらいました。看護師は、栄養アセスメン

トを行い、多職種とともに検討、段階的に食上

げしました。しかし、送り込み遅延が改善せず、

不足分の栄養は EDチューブより注入していま

した。送り込み遅延解消のため、摂取時の姿勢

の変更と義歯調整、シリンジを使用したことに

より食事時間が３０分以内に短縮し、各食ほぼ全

量摂取が可能となりました。

� 考察

狭間が述べているリハビリテーションにおける

看護師の役割について、２期の経過に分けて考

察します。

第１期
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�看護師は、２４時間患者に関わり患者の病態や
全体像のアセスメントを行うことで患者の状態

変化を把握することができました。また、摂取

時の反応や摂取量を観察し多職種と情報共有を

図りました。患者の健康レベルを維持する役割

を担う看護師がチームアプローチをマネージメ

ントすることは有効です。そのことから、患者

の健康状態の維持に対して看護師のもつ役割は

大きかったといえます。
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�家族より経口摂取の希望が聞かれていました
が、長期間経管栄養管理がされていたため経口

摂取は困難であると思われました。しかし、家

族の経口摂取への思いを受けとめるよう多職種

カンファレンスを開催し目標を設定しアプロー

チを開始しました。家族に日々の状態や少しず

つ摂取量が増えてきていることを伝え、食べる

ことができてきた喜びを共有したことにより、

家族の希望に沿った援助につながったと考えま

す。
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�看護師は、家族より経口摂取の希望があるこ

とを多職種に伝え、多職種がそれぞれの評価の

もとカンファレンスを開催したことが、統一し

たゴールに向かって介入することにつながった

と考えます。

第２期
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�看護師は、妻の食事介助という新しい役割を
遂行するために介助の方法と知識や注意点を妻

に提示し、教育的に働きかけました。そして、

食べる喜びを共有し、妻の労をねぎらい、介護

面での希望をサポートし役割の習得を促しまし

た。このことは、食事介助という役割が家族に

とって大切であるという意識を高め、妻の介護

に対する意欲を育成し、在宅療養への自信につ

ながったと考えます。
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�段階的に経口摂取を行うにあたり看護師は、
内服の調整の相談や栄養アセスメントを行い、

多職種とともに検討しました。また、歯科への

義歯調整の依頼を行う橋渡しをするなどさまざ

まな場面を通して多職種とコミュニケーション
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内視鏡の洗浄・消毒と細菌検査

発 表 者 松本 慶子 （鳥取県：岩美町国民健康保険岩美病院）

を図りました。そのことからも、看護師が、職

種連携の中隔的役割を担うことで、経口摂取の

獲得につながったと考えます。

� 結論
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１ 看護師が主体となり家族・多職種と連携し

たアプローチをすることが有効である。

２ 家族の協力を得ることは、家族の在宅療養

に対する意欲を高めるために重要である。
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［はじめに］

岩美病院では、年間約１，４００件（平成２４年度）

の内視鏡検査・治療を行っている。内視鏡室で

は、全ての検査終了後にどのような感染症があっ

ても次の検査の方に感染させないようガイドラ

インにのっとった方法で、洗浄・消毒を行って

いる。しかし、このガイドラインの中には、施

設ごとに年１回は無作為に抽出した内視鏡機

器、処置具について表面や鉗子チャンネルなど

の一般細菌の培養検査を行うこととあるが当院

ではまだ１度もこの検査を行ったことがない。
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