
 平成23年度 

摂食・嚥下機能支援推進事業研修事業 

ケアマネージャー、ヘルパー、介護者のための嚥下の基礎（2） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成24年2月12日

野村訪問看護ステーション 
所長　　家崎芳恵





安心はぬくもりある看護から 
・・・住み慣れたご自宅・地域で生活できるようお手伝いいたします・・・ 

24時間
対応

介護予防サービ
スの対応

訪問看護事業　　（常
勤換算8.7名）

利用者主体の生活を尊重した
訪問看護の提供　

利用者：１３０名　　

居宅介護支援事業
（常勤換算4名）

利用者満足を考えたケアプ
ランの作成

　　　　　利用者：１２０名

三鷹市連雀地域包括支援センター
三鷹市委託事業 

１号被保険者人口：６2００名



昨日一日飲食した回数は？

あなたにとって食べる事とは？



あるべき自分になりたい

他人からの賞賛を求める
欲求

帰属の欲求

生を脅かされないこと

空気、水、食べ物、睡眠
など



　　　『嚥下』とは・・・・

　水分や食べ物を口の中に取り込んで、咽頭か
ら食道・胃へと送り込むこと 

元気が出る
人間の文化
価値観

『和む』気持ち
生命の源

食べられない 

嚥下障害 

何らか
の障害食べる



「うまく飲み込めない」ことによる問題って?



①器質的原因 
食物の通路の構造に問
題があり、通過を妨げ
ている。 

②機能的原因 
食物の通路の動きに問
題があり、上手く送り
込むことができない。
加齢も機能的原因の一
つとなる。 

③心理的原因 
摂食の異常や嚥下困難
を訴える患者のうち、
理学的所見や検査上明
らかな異常が認められ
ない場合。　 

入れ歯
がない、
口腔の
障害など

脳梗塞
などの
嚥下障
害など

認知
症な
ど



器質的原因 機能的原因 心因的原因

・舌炎，口内炎，歯
槽膿漏 
・扁桃炎，扁桃周囲
膿瘍・咽頭炎，喉頭
炎 
・頭頸部腫瘍（口
腔・舌癌，上顎癌，
咽頭癌） 
・食道炎，潰瘍 
・食道の蛇行，変
形，狭窄 
・腫瘍 
・食道裂孔ヘルニア
など

・脳血管障害、脳腫瘍、頭
部外傷 
・パーキンソン病，線条体
黒質変性症，進行性核上
性麻痺，脊髄小脳変性症 
，筋萎縮性側索硬化症，
進行性球脊髄性筋萎縮症 
・多発性硬化症 
・ギラン・バレー症候群，糖
尿病性末梢神経炎など 
・筋ジストロフィー，多発性
筋炎など 
・重症筋無力症 
・加齢に伴う変化など

・神経性食欲不振
症，異食症 
・咽頭異常感症 
・心気神経症　 
・ヒステリー，うつ
病 
・心身症（ストレス
性胃潰　　瘍，神
経性胃炎）など 



先行期 準備期 口腔期

咽頭期 食道期



摂食・嚥下の症状
過程 症状 

先行期
何をどのくらい、ど
のように食べるか
を判断する時期

・食べ物を見せても反応しない 
・スプーンを当てても開口しない。 
・いつまでも口の中にためていて飲み込ま
ない。 
・むさぼるように食べる。 
・むせながら食べ続ける　　　　　　　　 
・一度に多量に食べる。 

準備期 
食物を口に取り込
み、咀嚼し、唾液
と混ぜて飲み込
み易いように食塊
をつくる時期 

・開口できない。 
・食物をかめない。 
・食物が口からこぼれる。 



口腔期 
食塊を舌によって
口からのどへ送り
込む時期

・咽頭の準備が出来る前に、食物が咽頭
へ流れ込む。 
・口からこぼれる。 
・食物が口の中に残留する。

咽頭期 
食物をのどから
食道へ送り込む
時期

・誤嚥する（むせ込み）。 
・飲み込んだあとに喉がゼロゼロという 
　（湿性嗄声）。 
・食塊が鼻にもれる。 

食道期 
食塊を食道内か
ら胃へと送り込む
時期

・食塊が食道内を通過できない。 
・いったん胃に入った食塊が逆流する。 
・飲み込んだあとにむせる。 



摂食・嚥下障害を疑うポイント

 過去に誤嚥があった 
 肺炎（発熱）を繰り返す 
 脱水，体重の減少、低栄養状態である 
 口腔内に食物残渣がある 
 食事時間が１時間以上かかる 
 食事中，食後にむせやせき・たんが多い 
 食後，嗄声がある 
 夜間にせき込む 
 拒食がある　 



脳梗塞後食事量にムラがある事例

  Hさん　７２歳　　女性　脳梗塞　高次脳機能障害
 生活歴：主婦、夫は会社員
 人柄：穏やか
 家族：夫と２人暮らし、主介護者　夫78歳　娘と息子は別居だが
毎週訪問し援助している

 経済：経済的な問題なし 
 要介護5　歩行・排泄全介助

＜経過＞ 
脳梗塞後転倒を繰り返す。腰椎圧迫骨折のためにADL全介助。褥瘡
があり訪問看護の相談があった。認知機能の低下のために食事のと
きに口を開けないことがある。
褥瘡の評価
●栄養状態・・・・食べない時がある。疲れると意識状態が低下する
●清潔・・・・・・・・週4回の入浴（デイサービスにて）
●除圧・・・・・・・・週4回のデイサービス、車いすに座っている時間
●治療・・・・・・・・デイサービスと訪問看護で処置、娘と息子の協力



先行期
□食べ物を見せても反
応しない 
□いつまでも口の中にた
めていて飲み込まない。 
□むさぼるように食べ
る。　　　　　　 

準備期 
□開口できない。 
□食物をかめない。 
□食物が口からこぼれる。 

口腔期
□咽頭の準備が出来る前に、
食物が咽頭へ流れ込む。 
□口からこぼれる。 
□食物が口の中に残留する。

咽頭期
□誤嚥する（むせ込み）。 
□飲み込んだあとに喉がゼロ
ゼロという　（湿性嗄声）。 
□食塊が鼻にもれる。 

食道期
□食塊が食道内を通過できない。 
□いったん胃に入った食塊が逆流
する。 
□飲み込んだあとにむせる。 



1週間の予定

月 火 水 木 金 土　　 日

午
前

午
後

訪問看護
デイ
サービス 

デイ
サービ
ス 

デイ
サービ
ス 

デイ
サービ
ス 

ヘルパー  ヘルパー  ヘルパー  ヘルパー 

娘 息
子



多職種間で協力し、情報収集・整理を行
い、原因と対応を検討

ケアアマネジャー

デイサービス
病院 

摂食嚥下・皮膚
創傷認定看護師

訪問看護

福祉用具

ホームドクター

ホームヘルパー



情報交換
＜基本情報＞ 
　　基礎疾患、意識レベル、呼吸状態、肺炎の既往 
＜身体状況＞ 
　　体重、体温、必要カロリー、排便・排尿の状態、 
　　水分摂取量と尿量のin・out、炎症反応、摂取方法、 
　　補助食品 
＜食事情報＞ 
　　食品形態、食事の自立度、好きな食べ物、食事に 
　　かかる時間、時間帯、摂取量 
＜姿勢のチェック＞ 
　　座位の状態、あごの状態、足の安定性など
＜口腔内のチェック＞ 
　　歯、口腔内の衛生、唾液の処理、声の状態、咳、 
　　コミュニケーションの状態



支援の計画

１．本人の意欲の向上 
２．介助者の心遣い 
３．食事環境の調整 
４．食事形態の選択 
５．適切なケア 
６．リスク管理

食事の姿勢は？

食品の選
択は？

排便は？

食事時間
は適切？



摂食・嚥下障害で起こる内科的問題

肺炎

死に対する恐怖

低栄養 脱水
体力の
低下

食べら
れない 窒息



誤嚥性肺炎

食道に入るはず
の飲食物が、気
管の中に入る

誤嚥

＜誤嚥を防ぐ生体のしくみ＞ 
　　　　　　●飲食物ののみ込みに関連する嚥下反射
　　　　●異物の喀出に関連する咳反射



誤嚥性肺炎の症状

胃逆流の誤嚥性肺炎 
● 嘔吐直後から呼吸が荒い
● 低酸素血症 

口腔、咽頭内残留物の誤嚥性肺炎 
●痰が増える。黄色い痰　発熱や咳がないことも
●脈拍や呼吸数の増加 
●呼吸困難
●意識の混濁
●元気がない、食欲がない
● 不顕性誤嚥



誤嚥性肺炎の予防

食事中の誤嚥の防止 　　食形態・食べ方の工夫

唾液誤嚥リスクの軽減 　　口腔ケア

胃食道逆流の軽減 　　体位

せき・喀出能力の維持・ 
改善

　　起きること

全身体力・免疫力の 
改善

　　寝たきりにならない事



窒息
•  食品が原因の窒息で死亡する人は年間4,000人以上



介護事故裁判例
名古屋地裁　平成16年7月30日 

＜介護事故の概要＞
歩行ができず車椅子を利用し、食事、排せつのほか、寝返り、起き上が
り等の日常動作にも介助を要し、軽度の認知症もあった78歳の男性が
特別養護老人ホームのショートステイを利用していたが、昼食に出され
たおでんのこんにゃく、はんぺんを喉に詰まらせて窒息死した事件。 

＜介護事故の判決＞
こんにゃく、はんぺん、かまぼこなどは食べにくく、喉に詰まらせやすい
ため高齢者などには向かない食べ物であることは市販の書物やホーム
ページ等でも紹介されていることを考慮すると、職員が食事介助する際
には細心の注意を払う必要があったことは明らかであって、こんにゃくを
食べさせた後の口の中の確認及び嚥下動作の確認する注意義務を
負っていたというべきであり、これらを確認しないままこんにゃくに続き、
はんぺんを食べさせたことは過失に当たるとして3400万円の請求に対し
て2400万円の支払いを命じました。



誤嚥しながらも食べさせる娘さん

  Tさん　93歳　　女性　脳梗塞後遺症
 家族・生活歴：娘と二人暮らし　娘が介護者　熱心に介護をして
おり、協力者はいない

 経済：経済的な問題なし 
 要介護5　寝たきり、呼名反応はあるが発語なし。常に痰がゴロ
ゴロしている。吸引を行う。

＜経過＞ 
排泄・入浴など全介助。食事は娘がペースト食をつくって全介助で摂
取している。食事中常に痰が絡み、たびたび吸引をしながら2時間近
くかけて摂取している。
娘はヘルパーによる食事介助を希望。
医師からは嚥下困難のために経口摂取の危険性が高く、胃ろう造設
を勧められている。

ヘルパーによる食事介助は行うべきか？



脱水とは
•  脱水とは,体液量(特に細胞外液量)が欠乏した状態をいう

１）舌・口腔内の感想 
2）皮膚の乾燥、皮膚の弾力性、緊張度の低下 
３）血圧の低下・頻脈 
４）昜疲労感、脱力、食欲不振、意欲低下、立ちくらみ 
５）意識障害、意識の鈍化 
　　　　（何となく元気がない、ぐったりしているなど） 





低栄養とは 

その人に必要な量のたんぱく質とエネルギーが 
とれていない状態 

●　血清アルブミン濃度 　 3.5g／dL以下

　　　　＝高齢入院患者の３０～４０％が該当　　　　　　　　

●　体格指数（ＢＭＩ） 　　 18.5　以下

　　　　＝ 健常人も含め７０歳以上の１０％が該当　

　　　＊ＢＭＩ＝体重（kg）÷身長（ｍ）2

●　体重減少率:

 　　＊平常時体重一現在の体重)/平常時体重×100 
　体重減少率が1か月で5%,3か月で7.5%,6か月で10%以上

●　血中ヘモグロビン濃度 　 11g／dL以下





ヘルパーさん・ケアマネさんから
の相談 

何が問題なのか考えてみましょう



「訪問看護で吸引指導お願いします」

89歳女性　心不全、認知症 

　ケアマネジャーから「吸引が必要になったので吸
引指導をしてください」と訪問看護の依頼があり
ました。円背で小さくなったその方は、食事の後
にゼロゼロし、飲み込みにくく、時々食べた物が
鼻から出てくることもあります。 
　この方に必要な支援は「吸引」 
　なのでしょうか？



　　　　　「食後にゼコゼコする」

•  食事をするときの姿勢 

•  食事の形態 
•  食前後の口腔内の状態 
•  意識の状態 

•  心不全の状態 

食後に痰が増える原因は？ 

誤嚥の可能性 
↓ 

姿勢・食事形態・口腔内の状態 
↓ 

栄養状態の確認 
↓ 

食事摂取状況の改善 
↓ 

適切な栄養摂取



「熱はないけど脈が速くて元気がない
んです。」

　92歳　男性　脳梗塞　寝たきり 

　　食事に1時間以上もかかり、むせながら食べる
こともあります。 
　　数日前から元気がなくなってきており、食事もあ
まり食べられなくなりました。熱は36度台なので
大丈夫だとご家族は言います。 
　　ヘルパーさんはいつもと違う様子に 
　ちょっと心配で訪問看護に連絡をしました。 



　　　　　「熱はないけど脈が速い」

•  平熱は？ 

•  脈が速いということは？ 
•  元気がない 
•  食欲がない 

•  活動性の低下 
•  むせやからせき 
•  痰の状態 

熱はない 
↓ 

誤嚥リスクは？ 
↓ 

食事の状況から判断 
↓ 

いつもと違う症状から判断 
↓ 

医療職への相談 
↓ 

疾病の早期発見



医療 福祉 連携



医療職に相談するときのPOINT

•  医療と介護に敷居はありません 
•  体温、脈拍など測定するときは正確に 
•  平常時の状態を知っておくこと 
•  「いつもと違う」この感覚が大事 
•  「いつから」「何が」「どのように」「現在の状況」
を報告 

•  勝手に大丈夫と決めない 
•  勝手に病名を決めない 



ご清聴ありがとうございました 


