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薬剤性パーキンソニズムにより嚥下障害が生じた患者の栄養摂取確
立に向けたケア

発 表 者 井出 繭子 （長野県：佐久市立国保浅間総合病院看護部）
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はじめに、日本内科学会誌によると「薬剤性

パーキンソニズムは症候性パーキンソニズムの

中で最も数が多くパーキンソン病に極めてよく

似た症状を呈するのが特徴であるといわれてい

ます。

パーキンソニズムは種々の原因があり、臨床

においては嚥下障害が大きな問題となっていま

す。経口摂取減少は体力や QOL低下及び予後

不良となるため可能な限り安全に食べられるケ

アが重要です。

今回、薬剤性パーキンソニズムにより急速に

嚥下障害が進んだ患者に対し多職種と連携し嚥

下訓練の評価を行い、経口摂取改善を目的とし

た看護支援を行ったので報告します。
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患者紹介

鬱に加え軽度の認知症はあったものの ADLは

自立し車の運転もしていました。平成２４年３月

頃より食欲不振や転倒が目立ち始め、近医を受

診し、食欲改善を期待してスルピリドが処方さ

れました。その後、急速に ADLが低下し、食事

摂取不能となったため７月に精査加療目的で入

院となりました。検査結果上スルピリドによる

薬剤性パーキンソニズムと診断されたため、原

因薬剤を中止しましたが改善なく、レボドパ錠

内服を開始しました。
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研究期間はご覧の通りです。

カルテに嚥下の状態や訓練の様子を記載して

情報を共有し、週１回の多職種カンファレンス

で情報交換し嚥下状況と本人の希望からその都
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度食事内容の検討を行いました。
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倫理的配慮はご覧のとおりです。
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看護の実際

入院～１ヶ月後の目標と計画はご覧の通りで

す。

統一した嚥下訓練が出来るようリハビリに嚥

下の学習会を依頼し病棟看護師と家族に参加し

てもらいました。

A氏から「頑張って早く退院できるようにし

たい。家に帰りたい」と前向きな反応が聞かれ、

嚥下訓練プリントに沿った嚥下体操を実施し、

疲労感を考慮しながら１日１回３セットの発声

練習・頸部拳上運動を行い、週１回の多職種カ

ンファレンスで嚥下状況を評価しました。

目標とした１回３セットは「疲れる。」と出来

ない事もありましたが、毎日訓練が出来、食事

量は各食１／２以上となり末梢点滴も中止となり

ました。
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入院１ヵ月～２ヵ月の目標と計画はご覧のと

おりです。

A氏より「お寿司が食べたい」、家族から「お

寿司や果物を好んで食べていたので食べられた

ら嬉しい」と聞かれた為、嗜好品の持参を依頼

しました。
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嚥下訓練を実施後、PATAKARA２回・RSST

４回に改善し、嚥下食から軟菜食に変更しまし

た。

また、家族向けに嚥下訓練パンフレットを作

成しました。介護福祉士の学生である孫がパン

フレットについて「学校で嚥下訓練の実習をし

たことがあるのでやってみます」と協力を得ら

れ、本人も積極的に訓練を行うことが出来まし

た。

しかし翌日、嚥下に苦痛を伴い「食べづらい。

嚥下食のままで良いです。」と言われ、軟菜食変

更１日で嚥下食に戻しました。

数日後、食後の嘔気が出現し、胃カメラをし

ましたが、特定病変はなく、レボドパが減量と
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なりました。食事摂取量が１／２以下となり、NST

を依頼し食事環境の見直しをしました。

開口障害が再度出現した為、口の大きさにあ

わせたスプーンのサイズと一口量を調整したと

ころしっかりとした嚥下が可能となりました。

また周囲の臭気で嘔気が出現していたことか

ら静かで景色の良い窓側環境に他患者と距離を

おいて摂取するよう心がけました。さらに顔面

の血流を促し唾液の分泌促進と咀嚼機能向上を

目的とし、食事摂取前に顔面マッサージを継続

することで嚥下機能は維持できました。

A氏に食事形態変更の確認をすると「こんな

に手をかけないでください。嚥下食のままで良

いです」と繰り返すのみでした。
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実際に使用した、嚥下訓練プリントとリハビ

リカンファレンスの模様です。
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入院２～３か月の目標と計画はご覧の通りで

す。
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引き続き、本人の調子にあわせ嚥下訓練を実

施し、RSSTが４回・PATAKARAが７回へ改善

しました。

食事摂取量にムラがあったものの１日１食程

度は摂取できました。

本人から「元気になって早く家に帰ってご飯

の用意がしたい」と笑顔が見られ、家族からも

「食事が食べられないなら仕方ないですが、口

から食べられているだけありがたいです」と聞

かれました。
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考察

今回、嚥下リハビリ訓練を中心に食器具の調

整や環境調整、多職種と連携して援助すること

で嚥下機能を維持することができました。

リハビリの進行状況も再確認し、より効果的

な訓練方法を採用することができました。顔面

マッサージは嚥下機能を維持し食べやすさへと

つながったと考えられます。栄養摂取量確立に

むけ情報共有し共通目標に沿って関わることが

できた為、多職種カンファレンスを継続する必
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離床への働きかけ～心地よい運動プログラムを作成して～

発 表 者 米野 早苗 （山形県：小国町立病院看護部）

共同研究者 横山 祐子、馬場 良子、坂上 孝子、舟山 香、阿部 靖子、木村 陽子、
井上 秀子、阿部 吉弘

要性を学ぶことができました。

家族を巻き込んだ介入は治療意欲を高め、大

きな影響となり効果的であったと思われます。
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ご静聴ありがとうございました。
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小国町は、山形県の南西部に位置し、人口８，６１９

人・高齢化率３４％の過疎の町である。

小国町立病院は、内科・外科・整形外科・小

児科・眼科・耳鼻科の診療科をもち、入院病床

は５５床で、内科・整形外科の混合病棟である。

B・Cランクの高齢者の入院が多く、長期臥床

に伴い身体的・精神的に虚弱になる例がみられ

ることがある。
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＜はじめに＞

退院をスムーズに行うためには離床が重要な
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