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摂食・嚥下障害患者の増加

・脳梗塞後遺症、パーキンソン病など、退院
時にも障害が残ったり、慢性的な疾患で日
常的なケアが必要な方が増えてきた。 

•  地域で摂食嚥下に問題を抱え生活してい
る方が多くなっている。 

•  医療活動⇒生活支援 

•  一つの職種では対応しきれない。 
　　⇒　地域連携・他職種連携 

　　⇒　在宅ケアの推進　　　　　　　　 



～いつまでも安全に味わう喜びを～

「摂食・嚥下」：　食べ物を認知～胃に運ぶまで 

＜摂食・嚥下障害で起こる問題＞ 

　・脱水・低栄養 

　・誤嚥性肺炎・窒息 

　・食べる楽しみの喪失 

　　　　　　　　　　　　　↓ 

　　　　　正しい評価と正しい対応が必要 



摂食・嚥下に関する高齢者の特性①

１．全身を通しての特性 
 　　   ①いろんな病気をもっている 
　②慢性的な病気や症状が多い 
　③数種類の薬を内服している　 
　④筋力低下　 
　⑤認知機能低下 
　⑥難聴や視力低下 

　　　　　　　　　これらは個人差が大きい 



摂食・嚥下に関する高齢者の特性②

２．加齢による口腔の変化 
 　　   ①唾液が減る　＝食塊形成がしにくい 
　②歯が弱くなる＝虫歯になりやすい 
　③歯の喪失　　＝固いものが食べられない 
　④粘膜・舌の委縮　＝抵抗性が低下 

　　　　　　　　　これらは個人差が大きい 



摂食・嚥下に関する高齢者の特性③

３．嚥下機能の変化 
　①嚥下圧が低下　⇒　食塊が残りやすい 

　②喉頭の位置が下がる　・・・ 

　　喉頭が上がりきらない＝食道が開ききら
ない　⇒食塊が残ってしまう 

　③嚥下後の呼吸が吸気となりやすい 

　④疾患や内服の影響を受ける 

　　　　　　これらは個人差が大きい 



摂食・嚥下のメカニズム

•  先行期　　食物の認知 
•  準備期　　咀嚼・食塊形成 

•  口腔期　　咽頭への送り込み 

•  咽頭期　　嚥下反射・・・ 
　　　　　　　　食道への送り込み 

•  食道期　　胃への送り込み



先行期

におい 

目や鼻を使って 
食べ物を認識する 
段階

小山　珠美著 
脳血管障害による 
高次脳機能障害 ナーシングガイド 
改訂版　　日総研　2005年　 



準備期

咀嚼と食塊形成が 
なされる段階 

食塊形成とは・・・ 
唾液と混ぜ合わせ飲み込
みやすい形態にすること



口腔期

食塊形成されたものを 
口腔から咽頭に送り込む 
段階



咽頭期

嚥下反射により食塊 
を咽頭から食道へ送
り込む段階 
その時間は 
（0.5～0.6秒）！ 

・鼻咽腔を閉鎖 

・喉頭挙上 

・嚥下圧により 
　　食塊が送り込まれる 



咽頭期

・喉頭蓋が倒れ気道閉鎖 
　同時に声帯も閉鎖し気道へ 
　の侵入を予防 

・同時に食道入口部が開く 



食道期

食塊が食道の蠕動運動 
により胃へ送り込まれる 
段階 

スライド10～16まで 
http://www.swallow-web.com/ 
Enngesyougaitowa.htm 



＜経口摂取の条件＞ 

①しっかり目覚めている 
②全身状態が安定している 

③呼吸状態がよい 

④嚥下反射がある 

⑤咳ができる 

⑥著しい舌運動、喉頭運動の低下がない 

⑦口腔内が清潔で湿潤している 



義歯ははめた方がいい？

＜義歯をはめる利点＞ 
①「脳の活性化」「平衡感覚」「力の発生」に効果あり

②咀嚼が出来る　

③話が聞き取りやすくなる　　

④顔貌が整う　

⑤嚥下圧が高まる 

＊外している時間が長くなると、歯槽骨の減少により
入れ歯が合わなくなる。



義歯にまつわる問題

•  紛失、破損 

•  誤嚥・窒息　 
•  粘膜の損傷 

•  カンジタ性口内炎 

⇒自分で管理出来ない場合は、はめる時間を決め
る。 

⇒入れ歯が合わない場合は、歯科受診を勧める。 

⇒きちんと洗い、水の中に保管する。 



医療につなげるポイント①

＜口腔の問題＞　 
・歯がグラグラしている 
・入れ歯が合わない 
・痛みがある 
・赤く腫れている 
・出血している　　・・・など 

⇒　歯科受診を誘導する 
⇒　定期的な検診が望ましい　 



医療につなげるポイント②

＜誤嚥性肺炎の徴候＞　　　　　　　　 
・発熱が続く 
・痰が増えた 
・活気がなく食事量が減った　　　など・・・ 

＜摂食・嚥下障害の主な症状＞ 
・むせる 
・食事中、ガラガラ声になる　 
・口にため込む　 
・食事に時間がかかる　　　　　　　など・・・ 

◆誤嚥性肺炎、摂食・嚥下障害が疑われる場合・・・ 
⇒担当の看護師、かかりつけ医に報告する。 
⇒「摂食・嚥下に関する専門検査実施病院」を受診する。 



安全においしく味わうために・・・

  　　食事援助の方法



食べる機能は、口の動きはもとより、 
「食べる時の環境」 

「姿勢」 

「食形態」 

「一口量」 

「ペース」 

に配慮することで能力を最大限に引き出し、 

より安全に食べることができます。 



食事援助のポイント①

＜環境整備＞ 
～嚥下の意識化をはかることで、嚥下を強固にし誤嚥を起こ

　　　さないようにする～

●食事することに集中できる環境にする。
　　　・テレビを消す、人通り・周囲の騒音を少なくする。　

　　　・排泄物などの臭いがないようにする。

　　　・排泄を済ませておく

●口腔内に食物が入っている時の会話を慎む
　　　・不意に話しかけない。話す、泣く、笑うは呼吸（吸気）とな
り、むせや誤嚥を引き起こす誘因となる。



＜姿勢の安定＞　　　 

食事援助のポイント②

●基本は、体を起こし、股関節・膝関節
を屈曲させ足底部を付ける。 
●疲れる姿勢だと、首・肩の筋力が緊
張して摂食・嚥下がしにくくなってしま
う。頸部前屈位にし、リラックスできる姿
勢で、首・体幹・腰がねじれないように
する。 
●“咽頭への送り込みが困難な場
合”は、リクライニング30°+頸部前屈位
が安全な姿勢とされている。 

◆実際には、病型や全身状態によって
原則があてはまらないこともあるので、
リラックスできる姿勢のとり方は、理学
療法士などの意見を参考にする。 

腕はテーブルにの
せ、肘が90度に屈曲
する位置にテーブル
を置く

腰深く座り
安定を良く
する

軽く顎を引く 

足を床につける



頸部前屈位とは

飲食物がまっすぐ気管に
入ってしまい危険

頸部を前屈すると咽頭と気管に
角度がついて誤嚥しにくくなる

「摂食・嚥下障害の理解とケア」　向井美恵　鎌倉やよい　より



食事援助のポイント③

＜食品の形態＞ 
～　嚥下機能に応じた形態を選ぶ。段階的にステップアッ
プする～ 

●絶飲食から食べ始める場合は、嚥下機能が低下していること
があるため、誤嚥・窒息に注意する 

　　とろみ水・ゼリー⇒お粥⇒軟菜⇒常食 

●嚥下食：　咀嚼や食塊形成を助け、口やのどに残らないもの 

　　　　　　　○まとまっていて変形しやすい 
　　　　　　　×バラバラになる、べたつく、変形しにくい 



嚥下障害があると危険なもの、食べにくいもの

１）水分：　水、お茶、ジュース・・・

２）酸味の強いもの：　酢の物、柑橘類・・・

３）パサつくもの：　焼き魚、ゆで卵、パン・・

４）うまく噛めないもの：　こんにゃく、かまぼこ・・

５）のどにはりつくもの：　餅、焼き海苔、わかめ

６）粒が残るもの：　ピーナッツ、大豆・・

７）繊維の強いもの：　ごぼう、ふき、小松菜・・

８）水分を多く含むもの：高野豆腐、スイカ、メロン

＊ミキサーで粉砕、あんかけ、水分添加、トロミつける
等の加工をすると食べやすくなる



食事援助のポイント③

＜食品の形態＞ 
～とろみをつける目的は、“咽頭への流入速度を遅くする＆食
塊をまとまりやすくする”こと　～ 

●とろみの付け方 
　・基本的な濃度は１%   （水分100mlにとろみ剤１g） 
　・スプーンですくって落とした時に、軽く糸を引く程度。　 
　・スプーンからボタッと塊が落ちるほど濃いと、べたつきが増
し、逆に口やのどに残ってしまうので注意。 

　・飲ませる前に粘度を確認する。 

　・コツ→「必要最小限に」「いつも同じ濃度で」 



食事援助のポイント④

＜一口量の調整＞ 

●一回で飲みこめる量にする

　　・ 口いっぱいに頬張らせない。

　　・ 小さいスプーン３～５gから始める。

　　・ カレースプーンは避ける。

　　・ 細めのストロー

　　・ 水飲みは一気に入りやすく、顎が上がるので注意



食事援助のポイント⑤

＜ペースの調整＞ 

●飲み込んだのを確認してから次の一口を入れる。 
　　・飲みきれない食べ物や水分が気管に入りむせを引き起こす 

●認知症で次々に口に詰め込む場合・・・ 
　　・声かけによりペースダウンさせる 
　　・一口量を減らすため小さいスプーンを使用する。 
　　・窒息予防のため、固形物は避け、食形態を下げる。 



食事援助のポイント　～その他①～

●交互嚥下の活用 
　　口やのどに残った食べ物をきれいにするため、違う食べ物
を交互に食べる。 

　　（副食⇒お茶、ゼリーなど） 

●すすって食べさせない。

　　・吸気と一緒に食べ物も気管に入りやすくなる 

　　・口に取り込みやすいスプーンにする 

　　（カレースプーンは口に入りきらないため注意）　　 



食事援助のポイント　～その他②～

●水分でむせる人・・・お粥を食べる時に注意・・・ 
　　唾液（に含まれるアミラーゼ）が粥のでんぷんを溶解し、粥
がさらさらの状態になり、むせを引き起こしやすい。 

　　・かき混ぜない　（食形態の変化、味と風味がぼやける） 
　　・小分けのお碗などを準備して何回かに分けて摂取を促す 



●顎を上げて沢山の薬を一気に飲ませない。
誤嚥・窒息に注意。 

●また、咽頭に薬が残って誤嚥や潰瘍を起こ
さないように十分に水分を摂る。 
●食後の内服に十分な水分が摂れない場合・
・薬を粉砕して少量のトロミ水などに溶かす
、またはゼリーに埋め込み、食事の途中で
飲ませる（覚醒を下げる薬・内服時間に特
別制限がある薬は注意） 

薬の飲ませ方



むせたときの対処法

●むせは防御反応。むせ≠誤嚥。 

●前かがみの姿勢でしっかり咳をしてもらう。 
●中々おさまらない時は、頭部を胸より低く前かがみになっても
らい重力を利用して、息を吐くタイミングに合わせて介助者が
背中を４～５回たたく。 

●いざという時のために吸引機を準備していく。 
●窒息の徴候（呼吸停止、声が出ない、チアノーゼ、意識低下な
ど）があったら、人を呼んで・・・ 

　　①指で掻き出す　②背部叩打法　③ハイムリッヒ法　④吸引 

「しっかり咳　　
をしてください」　



スプーンの選択

　深さ・幅がないものがよい 
　・口唇を閉じて取り込みやすい 
　・口があまり開かない人にも入れやすい

○

＊大スプーン、カレースプーンは 
　　避ける！ 
　・口に入りきらず、すすってしまう 
　・一口量が多くなる



食事介助の方法

＜水分＞ 

・コップで飲ませる　 
　＊姿勢・一口量・ペースに注意して介助します。 

・スプーンでの介助　 
　＊斜め下４５度からまっすぐ入れる。口を閉じてか
らやや上に抜します。 



こんな時どうしたらいいの？ 
～食事援助で困った場面～



こんな時どうしたらいいの？～食事援助で困った場面～

１．口に入れたまま動きが止まって
しまう



＜考えられること、対処方法＞

①舌の感覚障害・運動障害のため、送り込みが困難 

　　　・リクライニングにし重力で食物を咽頭に送り込む 
　　　・奥舌に食物を入れるようにする 
　　　・丸飲みできる食物の調整 

　　　・舌の感覚・運動の訓練 
②覚醒不良・認知障害で食物を認知できない・どうやっ
て飲んでいいか分からない 

　　　・覚醒を促す 
　　　・環境調整（集中できる環境、食物を見やすくする） 
　　　・自分で持って食べるように誘導する 

　　　・嚥下反射促進手技 



＜嚥下反射促進手技＞

喉を指で皮膚を上下
にさすると嚥下反射が
出る



こんな時どうしたらいいの？～食事援助で困った場面～

２．食べているうちにガラガラ声になる



＜考えられること、対処方法＞

①一口量が多い　or　ペースが速い 

　・しっかり飲み込んでから次を運ぶよう声かけ 
　・食具の工夫 
②嚥下圧が弱い 

　・時々咳払い＋空嚥下 
　・交互嚥下（途中でゼリーを食べさせ、残留を流す） 
③顎を上げた姿勢で食べている 

　・姿勢の調整 
④疲労しやすい 
　・少量頻回　 
　・疲れる前に介助する 



摂食条件表（例）

•  姿勢　　　　　 ベッドアップ　30度 
•  食形態　　　  とろみ　１％ 

•  一口量　　　  小スプーン軽く１杯 

•  摂食時間　　 30分以内 

•  注意点           喉がガラガラしたら咳払い 

　　　　　　　　　　＋　空嚥下　　　　　　　　　　 

◆介助方法を統一して誤嚥を防ぐ　 



こんな時どうしたらいいの？～食事援助で困った場面～

３．誤嚥しているのに食べさせてしまう



＜考えられること、対処方法＞

•  「食べたい」「食べさせたい」気持ちが強い 

　⇒思い・希望を十分聴く　 
　⇒出来ないことばかりに目を向けるのではなく、改善 
　　　していること、努力していることを認める。 

　⇒目標を決め、段階的に進める　 
　⇒摂食条件を統一して、リスク管理しながら、一緒に 
　　　行う 

・必要性が分からない 
　⇒ 「摂食・嚥下に関する専門検査実施病院」の受診
を誘導する。 

　⇒言葉だけでなく、映像（嚥下造影など）などで説明 
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