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摂食機能訓練に取り組んだ１症例

発 表 者 �井 かおり （佐賀県：唐津市民病院きたはた）

なお、院内呼び出しシステムは、アピールと声

かけが不十分なために、使用拡大につながらな

かったと思われます。
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今後の課題としては待ち時間表示とアナウン

ス・糖尿病継続支援の充実・退院患者の継続看

護・院内呼び出しシステムの広報と有効活用・

季節に応じた内容や患者の要望を取り入れたパ

ンフレットの作成があげられます。

また医療クラークと協同し、外来業務の効率化

に努めていきたいと思います。

ご清聴ありがとうございました。
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はじめに

嚥下障害は食べる楽しみを無くし、無理して食

べれば肺炎というリスクを背負うことになる。

認知症高齢者が増えている現在、食事ケアに携

わっている多くの医療職・介護職が食事での困

難を経験している。これは嚥下に伴う病態が大

変複雑なためである。「これなら大丈夫」と確信

できるアプローチ方法がわからないままに苦慮

していることも現実である。

摂食嚥下障害に対する食支援は、急性期病院だ

けでは完結することは少なく転院先・退院後の

地域における連携を必要としている。療養病棟

である当院は、嚥下訓練を必要とする患者様も

多く転院して来られる。ここで急性期病院より

転院してこられた嚥下障害のある患者様の「口

から食べたい」という気持ちに寄り添い、QOL

向上を目的として関わった１症例を紹介する。
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症例：８７歳 女性

【現病歴】認知症でグループホーム入所中に誤嚥

性肺炎を繰り返していた。平成２４年６月肺炎で

地域中核の唐津赤十字病院へ入院となる。同年

７月療養目的で当院へ転院となる。ADL全介助。
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【前医での嚥下評価】喉頭ファイバーで咽頭に食

物残渣あり→経口摂取は厳しい。経管栄養が望

ましい。

【家族の願い】経管栄養はさせたくない。できる

だけ口から食べてほしい。

【本人の願い】経管栄養はしたくない。

当院の嚥下食形態については、資料１を参照。
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経過

【転院時】水飲みテストでムセあるもフードテス

トでは食べられた。アイスマッサージを行い、

嚥下食 L０から開始。リクライニング角度３０度・

全介助での食事とする。表情硬く、やる気がな

い様子。返事はされるが笑顔はみられない。
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【１週目】ポジショニング，摂食用具の検討

１週目に、嚥下食レベル１へアップ、嚥下食

L１・リクライニング角度４５度。開口は不十分

で指が入らない程度。円背により頸部が後方へ

過進展するためヘッドレストになるクッション

を頭部に使用し頸部の安定を図る。食事時間は

４０分～１時間程かかる。
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軽くて口当たりのよい軽量シリコンスプーンへ

変更。変更後は、数口は自力摂取が出来るよう

になった。

【４週目】嚥下食 L２にアップできた。リクライ

ニング角度７０度、デイルームで他の患者と一緒

に摂取。体幹が左側へ傾く。

一部は自力摂取できるが疲れてすぐにスプーン

を置いてしまう。→ポジショニングの設定（タ

オル・テーブルの利用）を見直す。
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【６週目】好みの物は食べる事ができた。摂取に

ムラがある。たまに笑顔見られる。単語だが発

語ある。家族の情報「偏食がある。甘いものは

好きだった」主食に砂糖をかけるなどの工夫を

した。高カロリーのゼリーも好まれ主食を１／２

へ減量し、カロリー調整を行う。

【７週目】味覚の刺激、記憶への働きかけを行っ

た。缶コーヒーを飲みたいと希望されたためと

ろみをつけて摂取してもらう。（缶コーヒーが大

好きで以前は、毎日缶コーヒーをのんでいた。）
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【１１週目】外泊をする事が出来た。外泊前、家族

へ食事の指導を行った。外泊中の様子は家族よ

り「始終機嫌がよく、笑顔でした。発語もしっ

かりあり、たくさん会話ができました。散歩で

自宅近くの友人の店に行き以前よく食べていた

アイスを一緒に食べることもできました。缶コー

ヒーにストローを刺すと少しではありますがむ

せなく飲むことが出来ました。」等の報告が聞か

れた。
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【１２週目】食べる楽しみが出てきた。外泊後、１

時間→３０分へ食事時間の短縮ができた。摂取量

も増加し開口状態もよくなった。自分の好みの

食事は、引き寄せて食べられるようになり、食

事に対する意欲がでた。会話をしっかりするこ

とができスタッフともコミュニケーションが取

れるようになった。この状態で安定し施設に退

院することができた。
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考察

１）自分たちの食事介助の技術を見直しながら

摂食機能訓練を行った。

２）家族と情報を共有し本人の好物を提供し味

覚の刺激・記憶への働きかけを行った。

３）本人が「できること」をさらに伸ばせる介

助を行った。

４）家族・友人と一緒に食事を摂取できる環境

を整えた。

以上のことで、今回の症例で、摂食への働きか

けをうまく行うことが出来た。
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まとめ

嚥下障害のある患者さまの経口摂取可能となる

症例は、まだ少ないです。そのため、今後の目

標として

１）経口摂取可能となる患者様を増やしていく。

２）口から食べるという楽しみを尊重する。

３）経口摂取における患者様の精神的・身体的

サポートに努める。

４）食物形態や介助方法の標準化。
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の以上があげられる。
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今後の課題として、病院、施設、在宅において

地域連携を図り「食べたい」を共同で支援する

食のバリアフリー化をめざし、近隣施設との勉

強会に取り組みをはじめた。
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参考文献は以上のとおりです。ご静聴ありがと

うございました。
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