
HbA1c 値の上昇があってもその後、速やかに下降
がみられました。また、教室に参加することで問題
意識を持って日々生活していると思われます。一方、
教室無参加者では、個々の意識の差があると考えら
れます。
今後、教室の計画を立てるうえで、糖尿病患者自身

が生活を振り返り、いつでも教室に参加できるよう
に糖尿病をテーマにした教室も継続的に行う必要が
あると考えます。さらに、患者だけではなく、家族
も一緒に参加でき、行動変容に結びつくような教室
づくりを目指したいと思います。

【目的】今回療養病棟で左視床出血で摂食、嚥下障
害のある患者への摂食リハビリ、アイスマッサージ
を行っていった中で経管栄養から、経口摂取へ移行
できた事例を経験したのでここに報告します。

【患者紹介】患者は77歳女性で、左視床出血、右
麻痺と診断されており、既往に脳梗塞があり、介護
度は要介護5でした。他院で保存療法が行われ、
NG チューブが挿入されたまま当院へ転院されてき
ました。入院時は簡単な単語のみの発語があり、右
上下肢の麻痺がありました。排泄はオムツで尿意、
便意ともに訴えはありませんでした。移動時は全介
助で車いすを使用していました。
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左視床出血で摂食、嚥下障害のある患者への援助を通して

発　表　者 金子　志帆 愛媛県　久万高原町立病院

共同研究者 伊藤　初枝、一柳　佐代子

 背 景   

≪久万高原町≫ 
◆愛媛県と高知県の県境に位置する 
    山間地域 
◆人口：9885人(平成24年8月現在) 
    全体の43％が65歳以上、 
    県内でも高齢化率が著しく高い 
 
≪久万高原町立病院≫ 
◆診療科目：内科、外科、整形外科、眼科、小児科       
  歯科、リハビリテーション科、心療内科、精神科 
◆常勤医師：内科3名、外科2名、歯科1名 
◆病床数：77床(一般病棟49床、療養病棟28床) 
 
 

① 

【77歳、女性、要介護５】 

（診断名）左視床出血、右片麻痺、右腎出血、 

  右下肢深部静脈血栓症後 

（家族構成）夫と死別、3人の子供あり、 

  キーパーソン長女 

（既往歴）脳梗塞 

（入院時栄養スクリーニング）身長136㎝、 

 体重48.9ｋｇ、BMI26.5・・・軽リスク(経管栄養)  

 患者紹介   ③ 

 左視床出血で摂食、嚥下障害のある患者への

摂食リハビリ、アイスマッサージを行っていったな

かで、経管栄養から経口摂取へ移行できた事例を

経験したのでここに報告する。  

 目 的   ② 
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当院へ入院時は一般病棟への入院でしたが、病状が
安定したため、6/8に一般病棟から療養病棟へ転棟
となります。

入院時より摂食リハビリ＃1～＃4が行われ、6/15
からは患者の状態を見ながら、医師に確認しアイス
マッサージを追加で行っていきました。

【図の説明】

#1は口腔ケアでモアブラシや歯磨きティッシュを
使用して行いました。
#2は顔面、頸部マッサージで優しく撫でるように
行いました。
#3は咽頭部クルリーナ刺激でモアブラシを使用し
て、咽頭部を撫でるように刺激していきました。
#4は舌のストレッチで舌をまっすぐ前に突き出す
ように援助で行いました。

追加で行っていったアイスマッサージは、目的として
軟口蓋や咽頭の感受性を上げ、咽頭反射を起こりやす
くする。繰り返し行うことで、嚥下に関連する筋力を
増強し、協調性を上げる。などがあげられます。適応
としては、食事中に嚥下反射が起こりにくい、遅れて
しまうなどでムセが多い方や、口から食事を食べてい
ない方、また口から食事を食べていないが、これから
食べる練習をしている方などがあげられます。今回、
患者に行った方法として、モアブラシやガーゼを使用
し氷水に浸し、口唇、頬部粘膜、咽頭部周辺を優しく
撫でるように刺激していき反射を促していきました。

 H23.3.11右上下麻痺、構音障害のため当院受診
するが、頭部CTで左視床出血と診断され他院へ

転院となる。保存療法が行われ、病状が安定した
ためH23.4.25当院へ転院となる 

 

 入院までの経過   

ADLの状況   

入院時より簡単な単語のみ発語があり、右上下肢
麻痺は存在する。左上下肢は自動運動が盛んで
あるが、こちらのオーダーには応じない。経管栄養
中はNGチューブの自己抜去予防でミトンを装着す

ることもあった。排泄はオムツであり、尿意、便意
の訴えはなかった。移動時は車椅子を使用し全介
助で車椅子への移乗を行っていた。 

 

④ 

【H23】 

入院時の4/25～は鼻腔からの経管栄養施行            

5/10～摂食リハビリ開始 

6/1～発熱のため絶食となり末梢からの輸液開始 

6/6～経管栄養再開 

6/8に一般病棟から療養病棟へ転棟  

6/15～摂食リハビリにアイスマッサージを追加する                       

7/12～経管栄養中止、食事開始 

【H24】 

1/16施設へ入所のため退院 

 

 入院中の経過   ⑤ 

摂食リハビリ (A)  ⑦ 

#2 顔面マッサージ 

優しく円を描くようになでる。 
 

#1 口腔ケア 
モアブラシ、歯磨きティッシュを 
使用して口腔ケアを行う。 
 

#2 頸部マッサージ 

上下に優しくなでる。 
 

#3 咽頭部クルリーナ 
      刺激 
モアブラシを使用し、咽頭部を撫でるように 
刺激する。 
 

#4 舌のストレッチ 
舌をできるだけまっすぐ、前に突き出す 
ように介助で行う。 
 

食事メニュー    

日付  摂取メニュー カロリー 

入院～5/31 濃厚流動食 600ml×朝、夕  1200kcal  

6/1～6/5  絶食 

(輸液)   

300 kcal 

(1000ml)  

6/6～6/28  濃厚流動食400ml×朝、夕  800kcal  

6/29～7/12  濃厚流動食200ml× 

朝、夕＋昼：トロミ食1/2量  

880kcal   

7/13～8/7  トロミ食1/2量(3回/日)  1200kcal  

8/8～H24,1/5  軟菜全粥ミキサー食(全粥
1/2)  

1040kcal  

1/6～1/16  軟菜全粥ミキサー食全量  1440kcal  

⑥ 

アイスマッサージ (B) ⑧ 

【目的】 
・軟口蓋や咽頭の感受性を上げ、咽頭反射を起こりやすくする。 
・繰り返し行うことで、嚥下に関連する筋力を増強し、協調性を上げる。 
【適応】 
・食事中に嚥下反射が起こりにくい、遅れてしまうなどでムセが多い方 
・口から食事を食べていない方 
・口から食事を食べていないがこれから食べる練習をしていく方 

モアブラシ、ガーゼなどを使用し
氷水に浸す。 

口唇、頬部粘膜、咽頭部周辺を優
しく撫でるように刺激する。 
 
 
 

【図】加藤順一監修：看護師のた
めの摂食・嚥下アセスメントマ
ニュアルより 

矢印の方向に軽くこすり反射を促
す。 
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【経過】患者と関わっていく中で、本人から食べた
いという言葉が聞かれることがあり、患者の食に対
する期待、希望などが伝わってきました。
6/15からアイスマッサージと栄養補助食品を凍ら
せた物や嚥下リードゼリーを使用していきましたが、
咀嚼、嚥下は上手にできていましたが、少し食すと、
いらないと拒否されることが数日続き、患者の状態
に合わせて、量を加減していきました。6/29から
全粥、トロミ食1/2量が開始になりましたが、初日
から数日は数口しか摂取できずに、経管栄養も併用
していました。少しずつ食事量が増えていき、
7/13には経管栄養が中止になり7/13の同日からは
3食全粥、トロミ食の1/2量が開始になりました。
摂食リハビリ開始から66日目、食事開始から15日
目くらいからは安定した摂取状況で食事量もほぼ全
量摂取できるようになっていきました。トロミ食
1/2量では朝、夕と栄養補助食品125ml が付属でつ
いてきますが、こちらはトロミ剤を使用せずに、飲
用できていました。またお茶などのサラサラした水
分などもトロミ剤を使用せずに、飲用できるように

なっていきました。食事量や形態が UP されていく
と患者の表情も日に日によくなり笑顔で簡単な単語
での会話も増えて行きました。

【まとめとして】

1．口腔ケアや摂食リハビリ、アイスマッサージな
どは絶食期間中から実施することで、嚥下機能
の改善につながる。

2．摂食行動はより人間らしい生活を送る上で重要
な役割を果たしており患者の QOL の向上につ
ながった。

3．スタッフ間で統一されたケア、リハビリを毎日
行う事で患者の情報を共有でき個別性を重視し
た充実された看護を提供できる。

4．患者個々を十分に観察し、その都度、アセスメ
ントしながら、食事形態、食事量の変更また訓
練メニューを追加、修正することが重要である。

【あいさつ】この事例を通して学んだ事を生かし、
今後今まで以上に充実した看護を提供できるように
努力していきたいと思います。ご静聴ありがとうご
ざいました。

日付  内容  状態  

5/10～6/14 
リハビリ開始１～36日目  

(A) 「食べたい」の言葉が聞
かれる。口腔ケア時にモ
アブラシの噛み締めがみ
られる。  

6/15～6/21  
リハビリ開始37～43日目 

(A)＋(B) 

氷片数個         

氷片を口にすると、「美味し
くない」という言葉が聞かれ
る。氷片を数個食すが、そ
の際には咀嚼、嚥下はス
ムーズでムセ症状はない。  

6/22             
リハビリ開始44日目 

 

(A)＋(B) 

栄養補助食品を
凍らせたもの  

左記を１㎝×１㎝で凍ら
せた物を２個食すと、「い
らない」と言う。  

摂食リハビリの経過    ⑨ 

①口腔ケアや、摂食リハビリ、アイスマッサージなどは
絶食期間中から実施することで、嚥下機能の改善につ
ながる。 

②摂食行動は、より人間らしい生活を送る上で重要な
役割を果たしており患者のQOLの向上につながった。 

③スタッフ間で統一されたケア、リハビリを毎日行う事で
患者さんの情報を共有でき、個別性を重視した充実さ
れた看護を提供できる。 

④患者個々を十分に観察し、その都度アセスメトしなが
ら、食事形態、食事量の変更また訓練メニューを追加、
修正することが重要である。   

まとめ ⑩ 

6/23～6/29 
リハビリ開始45～51日目  

(A)＋(B) 

エンゲリードゼリー  

1/2個～1個摂取。咀嚼、嚥
下はスムーズでムセ症状は
ない。  

6/29～7/12  
リハビリ開始52～65日目 

食事開始1～14日目 

(A)＋(B) 

トロミ食1回 

            

初日から数日は数口しか食
べれなっかたため、しばらく
は経管栄養と併用となる。  

7/13～8/7 
リハビリ開始66～91日目 

食時開始15～40日目   

(A)＋(B) 

トロミ食３回 

ほぼ全量摂取できていた。水
分はトロミ剤を使用せずに上
手に摂取できていた。  

8/8～ 

H24,1/16 

(A)を1/週で施行 

ミキサー食３回  

ムセ症状もなく、全量摂取で
きていた。  
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