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食べることをあきらめない

～患者の可能性を信じて～

周防大島町立東和病院

○上利 香月

甚観 芳美

児玉 好美

Ⅰ．はじめに

• A病棟は慢性期病棟であり、入院患者の４割が
経管栄養の患者である。経管栄養では在宅復
帰・施設入所も難しく入院が長期化してしまう傾
向にある。

• 長期に経管栄養を行っている患者の中に「食
べたい」という言動・行為がみられたことから、経
口摂取に向けた取り組みを計画・実施した。経
口摂取が再び可能となり施設入所に移行できた
症例について、経過をまとめ報告する。

Ⅰ．はじめに
Ａ病棟は慢性期病棟であり、入院患者の４割が経

管栄養の患者である。経管栄養では在宅復帰・施設
入所も難しく入院が長期化してしまう傾向にある。
当院は言語療法士がおり、入院後より経口摂取が不
可能となった患者の嚥下機能を保持・回復する援助
を行っている。

しかし、高齢という事もあり、経管栄養が長引く
と、経口摂取まで移行できる患者は数少ない。

今回、長期に経管栄養を行っている患者の中に「食
べたい」という言動・行為がみられたことから、経
口摂取に向けた取り組みを計画・実施した。経口摂
取が再び可能となり施設入所に移行できた症例につ
いて、経過をまとめ報告する。

Ⅱ．研究方法

研究目的
・経管栄養から経口摂取に移行できる

・在宅復帰・施設入所を目指す

研究期間：平成26年4月11日～平成27年7月31日

研究対象者：経管栄養 ３名

倫理的配慮：この研究を実施するにあたり、患者・家族の承諾を得た

研究方法
・言語療法士の指導の下、個別性に応じた嚥下訓練を計画・実施

・嚥下状態を確認しながら経口摂取量を増やしていく

Ⅱ．研究目的
１．目的
１）経管栄養から経口摂取に移行できる 
２）在宅復帰・施設入所を目指す 
２．研究期間

H26年4月11日～ H27年8月31日まで
３．研究対象者

経管栄養　３名
４．研究方法
１）言語療法士の指導の下、個別性に応じた嚥下訓

練を計画・実施
２）嚥下状態を確認しながら経口摂取量を増やして

いく

Ⅲ．実施・結果

☆症例：1☆
Ｓ氏 79歳 女性 既往歴：脳梗塞後遺症、結核

【現病歴・入院中の経過】

平成26年1月7日：施設入所中に熱発あり。イレウスと診断され入院。

1月14日より経管栄養開始。

【計画に至る動機】

4/10、マウスケア時、スワブの水分を吸い嚥下する行為あり。

むせ込むことなく嚥下できた。喀痰吸引なし。

全身状態は安定している。

意識レベル：1桁 時に頷きある程度。

Ⅲ．実施・評価
症例①
Ｓ氏　70歳代　女性　既往歴：脳梗塞後遺症、結核
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【現病歴・入院中の経過】
平成26年、1月７日、施設入所中に熱発あり。イレ
ウスと診断され入院。
保存的治療にて排便見られ1月14より経管栄養開始。
1/23より言語療法士介入し嚥下リハビリ開始。
経口摂取の兆なく、3/5急性期病棟より慢性期病棟へ。

【計画に至る動機】
4/9、看護師にて口腔ケア時、スワブの水分を吸い
嚥下する行為あり。水分をむせ込みなく嚥下したこ
とから摂食に移行できるのではないかと判断。
JCS1桁、喀痰吸引なし。全身状態は安定している。

Ｓ氏：嚥下リハビリ経過

言語療法士 看護師
日付 内容 日付 内容
Ｈ26/1/23～

Ｈ26/4/10

間接訓練開始
・頸部ストレッチ・マッサージ
・顔面マッサージ

看護師とフードテスト施行
→水分補給ゼリーを用い実施
頸部聴診しながら嚥下確認。

雑音・むせ・口腔・咽頭残留なし・呼
吸状態変化なし。

↓
フードテスト:4点

嚥下にやや時間がかかる為、
舌のマッサージ＋アイスマッサージ
施行し嚥下反射を促す訓練を行う。
・ポジショニングの指導あり

Ｈ 26/4/11
～

間接訓練
・舌マッサージ+アイスマッサージ
・座位保持訓練

直接訓練
・アイスマッサージ後、
水分補給ゼリー摂取

（徐々に量を増やしていく）

4/16～ 間接訓練継続
直接訓練
カロリーメイトゼリーに変更

4/23～ ・昼のみミキサー食に移行
5/12～ ・昼・夕ミキサー食へ。

・リクライニング車椅子散歩
5/21～ ・毎食ミキサー食

栄養チューブ抜去

9/1 特別養護老人ホームへ退院となる

※絶食から経口摂取開始
（１食経口摂取に移行した時点）までの期間：107日
※看護師介入し経口摂取に移行終了までの期間：41日

【Ｓ氏：経過】

【評価】
・経口摂取量が徐々に増えるにつれ、周りをキョロ

キョロと見渡す様子や発語が出てきた。
・開口・嚥下にムラがあり、食事時間も30分以上か

かることもあるが、7 ～ 10割程度摂取が可能と
なった。

・体重減少や誤嚥性肺炎を併発することなく３食ミ
キサー食に移行することが出来た。

・口臭が目立たなくなった。
・経口摂取が可能となったことで施設入所の運びと

なった。

☆症例2☆

N氏 83歳 女性 既往歴：認知症

【現病歴・入院中の経過】

平成２６年よりグループホームに入所中。同年4月に熱発・炎症反応上
昇あり入院。入院中も経口摂取進まず点滴併用。

入院治療中に心原性脳塞栓症発症。

【計画に至る動機】

当初は傾眠傾向にて時に頷く程度。

9月後半頃より家人介入にて反応が徐々に良くなる。

問いかけに「食べたい」と意志表出あり。

意識レベル1桁。喀痰吸引なく、状態安定。

症例②
N氏　80歳代　女性　既往歴：認知症
【現病歴・入院中の経過：平成２６年よりグループ
ホームに入所中。同年4月に熱発・炎症反応上昇に
て入院。入院中も経口摂取進まず点滴併用にて加療。
入院治療中に心原性脳塞栓症発症。状態安定後、
8/19より理学療法士・言語療法士によるリハビリ開
始。反応乏しく、眠っている事多いため、摂食困難
な状態。
6/17　急性期病棟より、慢性期病棟へ。
【計画に至る動機】家人の協力あり、覚醒している
ことも多く、声掛けに理解力あり。
食べたいと意志表出あり。JCS1桁、喀痰吸引なく、
状態安定。

Ｈ氏：嚥下リハビリ経過

言語療法士・作業療法士 看護師
日付 内容 日付 内容

Ｈ26/8/19～

Ｈ26/10/8

間接訓練
・頸部ストレッチ・マッサージ
・顔面マッサージ
・ギャッジＵＰ
・端坐位保持訓練
・マウスケア
・四肢関節可動域練習

看護師とフードテスト施行
→水分補給ゼリーを用いて施行
ゼリーを口腔内に入れると、

自分で食物を奥の方に移動させ
嚥下する様子あり。

↓
フードテスト：４点

Ｈ26/10/9～ 間接訓練
・座位保持練習（徐々に時間延長）
・午後よりリクライニング車椅子移乗
日中の活動量を増やす

直接訓練
・水分補給ゼリー摂取（10時・15時）

（数口程度から徐々に量を増やす）

10/15～ 間接訓練継続
直接訓練
カロリーメイトゼリーに変更

10/28～ 間接訓練継続
直接訓練
10時：カロリーメイトゼリー
14時半：ゼリー食開始

11/10～ ・3食ミキサー食開始

栄養チューブ抜去

Ｈ27/1/13：特別養護老人ホームへ退院となる

※絶食から経口摂取開始
（１食経口摂取に移行した時点）までの期間：191日
※看護師介入し経口摂取に移行終了までの期間：33日

【Ｈ氏：経過】

【評価】
・家人が介入することで、笑顔や、発語が増えてき

た。
・自分の意思を言葉で表出する事が出来るように

なった。
・覚醒状態にムラがあり、時間がかかることあるが、
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比較的嚥下は上手にできスムーズに経口摂取に移
行できた。

・誤嚥性肺炎併発することなく3食ミキサー食に移
行でき施設入所の運びとなった。

☆症例3☆
Ｍ氏 89歳 女性

既往歴：多発性脳梗塞、パーキンソン病、虚血性心疾患、慢性心不全

【現病歴：入院中の経過】

施設入所中。平成26年10月10日頃よりＳＰＯ2低下あり。

10月14日、慢性心不全急性増悪あり。

入院後、点滴加療にて徐々に症状安定化。

【計画に至る動機】

転棟前より水分補給ゼリー1本程度摂取出来ていた。

しかし摂取量が増えず、味覚に刺激を与え摂取量を徐々に増やしていく
事を計画。

意識レベル：1桁。喀痰吸引なく状態安定。時に発語・意志表出あり。

症例③
Ｍ氏　80歳代　女性　既往歴：多発性脳梗塞、パー
キンソン病、虚血性心疾患、慢性心不全
【現病歴：入院中の経過】：施設入所中。平成26年
10月10日頃よりＳＰＯ2低下あり。酸素投与にて経
過観察。10月14日、症状の改善なく当院入院。慢性
心不全の急性増悪の診断あり。入院後、点滴加療に
て徐々に症状安定化。食事再開に伴い、誤嚥のリス
ク高く10月21日～言語療法・摂食機能訓練開始。
看護師による水分補給ゼリーの摂取を実施するも、
なかなか摂取量が増えない様子。
平成27年、1月15日、慢性期病棟に転棟となる。

【計画に至る動機】急性期病棟より水分補給ゼリー
の摂取を実施しており、引き続き継続して行う。

Ｍ氏：嚥下リハビリ経過

言語療法士・作業療法士 看護師

日付 内容 日付 内容
Ｈ 26/10/21
～

間接訓練
・頸部ストレッチ・マッサージ
・マウスケア
・口唇舌運動

フードテスト:4点

Ｈ26/10/21～ 直接訓練
・水分補給ゼリー摂取（1日1本程度）

Ｈ27/1/15～ 間接訓練
・座位保持
・リクライニング車椅子移乗

直接訓練
カロリーメイトゼリーへ変更

2/2～ ・昼のみミキサー食ハーフ開始

2/4 慢性心不全急性増悪の為、計画中止。

Ｈ 27/3/11
～

上記リハビリ再開 4/28～ 上記、間接訓練開始
直接訓練
・昼：ゼリー1品、白湯300ｍｌ注入
その他→月・水・金：体重測定

5/8～ ・昼：ゼリー2品 白湯300ｍｌ注入

6/11～ ・昼：ミキサー食ハーフ 白湯100ｍｌ注入

6/17～ ・昼：ミキサー食全量へ・白湯100ｍｌ注入

6/30～ ・朝、昼ミキサー食へ。

計画続行中。

【Ｍ氏：経過】

【評価】

・徐々に摂取量ＵＰし経口摂取が順調に進んでいた
が、慢性心不全急性増悪となり計画中止。経管栄
養と併用して水分摂取量が増えるにつれ、負担と
なったと考える。

・一時は状態不良で経口摂取の再開は困難と思われ
たが、「お茶が飲みたい」「お粥が食べたい」など
の発言あり。経口摂取の再開踏み切る。

・イン・アウトバランスに注意し慎重に計画立案し
徐々に経口摂取量ＵＰを目指し看護継続中。

Ⅳ．考察

・症例の3名は、言語療法士も経口摂取は無理だろうとあきらめていた患者

であったが、他職種・家族が連携を図ることで経口摂取が可能となり、

うち２名が施設入所に移行することが出来た。

・症例1・2では看護師が嚥下リハビリに介入して約1カ月～１カ月半という

期間で3食経口摂取が可能となっている。今まで、言語療法士に任せきり

になっていた現状が経口摂取の可能性を低下させていた要因と言える。

・他職種との連携不足・誤嚥や窒息のリスクにて積極的な看護が出来てい

なかった事があげられ、他職種と連携をとり、ケアを提供することで可能性

を引き上げられることができると自信に繋がった。

・看護師は患者のいちばん近くで変化を感じ取ることができるからこそ、

摂食・嚥下に関する正しい知識・適切なアセスメントが求められる。

・チームとしての連携・組織作りが個別性に応じた援助に繋がることを、

今回の症例を通し再認識することができた。

Ⅵ．考察
当院に言語療法士1名おり、摂食困難となった患

者さんのリハビリを担当している。
しかし摂食リハビリを必要とする患者の数も増加

傾向にあり、言語療法士だけではケアも困難な状況
にある。今回、研究に取り組むきっかけとなったの
は、経管栄養の患者のマウスケア時に、スワブの水
分を吸って嚥下する行為がみられたことから、経口
摂取が可能かもしれないと思ったことからである。

美味しいものを食べ、飲み、味わうことが人生に
大きな喜びをもたらすものであることは言うまでも
なく、病気や加齢などの影響でうまく食べられない
状態になっても、「口から食べない」という選択肢
を選ぶ前に、食べる力の維持・回復を図っていく事
が大切である。

症例の3名は、言語療法士も経口摂取は無理だろ
うとあきらめていた患者であったが、他職種・家族
が連携を図ることで経口摂取が可能となり、うち２
名が施設入所に移行することが出来た。

症例1・2では看護師が嚥下リハビリに介入して約
1カ月～１カ月半という期間で3食経口摂取が可能と
なっている。このことから、今まで、言語療法士に
任せきりになっていた現状が経口摂取の可能性を低
下させていた要因と言える。他職種との連携不足・
誤嚥や窒息のリスクにて積極的な看護が出来ていな
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かった事があげられる。症例を通し、他職種と連携
をとりアセスメントしながらケアを提供することで
可能性を引き上げられることができると自信に繋
がった。

誰もがみな食べられるようになるとは限らないが、
適切な対応をとれないために、食の楽しみを失って
しまう危険性は回避しなくてはならない。看護師は
患者のいちばん近くで変化を感じ取ることができる
からこそ、摂食・嚥下に関する正しい知識・適切な
アセスメントが求められる。そしてチームとしての
連携・組織作りが個別性に応じた援助に繋がること
を、今回の症例を通し再認識することができた。

Ⅴ．結果

• 医師・言語療法士と連携し、順序立てて援助を行う
ことで経口摂取まで移行できた。

• 刺激が増えたこと・口から食べることにより笑顔や
発語などの反応が徐々に増えた。

• 経口摂取が可能となったことで施設入所へ移行で
きた。

Ⅶ．結果
（1）  医師・言語療法士と連携し、順序立てて援助を

行うことで経口摂取まで移行できた。
（2）刺激が増えたこと・口から食べることにより笑

顔や発語などの反応が徐々に増えた。
（3）経口摂取が可能となったことで施設入所へ移行

できた。

Ⅵ．結論

もう一度食べる楽しみを取り戻し、ＱＯＬの向上
につなげることが医療従事者の責務であり、患
者の可能性を信じて、容易にあきらめる決断を
しないことが大切である。

Ⅷ．結論
もう一度食べる楽しみを取り戻し、ＱＯＬの向上

につなげることが医療従事者の責務であり、患者の

可能性を信じて、容易にあきらめる決断をしないこ
とが大切である。
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