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障がい児の食事を守る目的

１．命を守ること

窒息・誤嚥性肺炎の回避

必要量の栄養を摂取すること

不必要な医療ケアを避ける

２.こどもの尊厳を守ること

楽しみ・挑戦・達成感の機会を奪わない



高齢者における新たな知見

誤嚥性肺炎＝禁食のエビデンスはない

 禁食は肺炎発症、摂食嚥下障害、誤嚥性肺炎回復、
疾病回復のリスクである (前田圭介.治療 vol 98.No6.2016)

 Maeda K, et al:Tentative nil per os leads to poor outcomes in older 

adults with aspiration pneumonia. Clin Nutr. 2015 

 Ueda K, Yamada Y,et al:Effects of functional training of dysphagia 

prevent pneumonia for patients on tube feeding. 
Gerodontology.21(2):108-111.2014

 成人肺炎診療ガイドライン2017：嚥下機能障害をきたしやすい病態を
持つ宿主が、直接的に誤嚥性肺炎のリスクであるとはいいがたいことに
大きな問題点が存在している

 Koyama T, et al. Early commencement of oral intake and physical 

function are associated with early hospital discharge with oral 
intake in hospitalized elderly individual with pneumonia J Am 

Geriatr Soc. 63(10):2183-2185.2015



kazue’s経験則
誤嚥性肺炎の誘因ベスト５

風邪

アレルギー性鼻炎

胃食道逆流症

てんかん発作

薬剤による筋力低下



誤嚥性肺炎のリスクを
軽減するためには

 口腔環境の改善

 唾液誤嚥の軽減

 胃食道逆流症の軽減

 防御力の向上（咳嗽力、呼吸機能、免疫力）

 栄養状態の改善

 口腔機能嚥下機能の向上



具体的な対策

 口腔と鼻腔内の衛生状態改善

（口腔ケア、アレルギーの治療、鼻汁の処理）

 唾液が嚥下しやすい/喀出しやすい姿勢（睡眠時、食事中・後）

 胃食道逆流症の予防

（薬物治療、腹臥位・シムス位姿勢、食事や水分形態変更、便通改善）

 呼吸機能や咳嗽力の向上

（排痰姿勢、座位・腹臥位・シムス位の導入、排痰装置の利用）

 免疫力の向上（ワクチン接種、栄養状態改善、腸内環境改善）

 効率的な栄養摂取方法

（エネルギー密度の高い食事、短時間での摂取、補助食品の利用）

 安全に経口摂取を継続するための努力（たった一口であったとしても）

 筋力低下をきたす薬剤を変更・減量



ご家族の食事に対する思い
（アンケート自由記載）

 食事は家族の絆

 希望という一言に尽きます

 唯一自分の意思を最大限にアピールできる場

 人はいくつになっても成長できるのだと実感できる場

 ただ命をつなぐだけでなく、五感で受け止め、全身で表現し

人生そのもの

 わが子がこの世に生を受けて、唯一よかったと思えたのが

食事をするときの幸せそうな笑顔がみれたこと

 家族で囲む食卓は何よりも暖かく、それだけで胸が一杯になる



食事から得られる経験

 味覚・触覚・嗅覚・視覚・聴覚

 挑戦・期待・満足・失敗・達成

 他者とのつながり

 外界とのつながり

 食事＋人＋場所⇒無限の組み合わせ

食事という「物質」でなく食事という「時間」

成長を促し支える大切な「機会」



食育の目標

楽しく食べる

苦しくなく食べる

自分のペースで食べる

効率よく食べる

いろんな種類の食べ物を食べる

上手に食べる



「楽しく食べる」方法は様々

 全部口から美味しく食べられる

 好きなものなら美味しく食べられる

 好きなものを一口味見できる

 好きなものを舐める

 胃から家族と同じものを一緒に食べられる

それぞれの楽しみ方をより快適に苦痛なく

継続できるよう支援することが私たちの役目



私が今日話したいこと

食事支援は、重症児者が輝くための一つの手段でしかない

一番大切なのは、重症児者が毎日苦しくなく

かつ活き活きと過ごせることであり、

尊厳が守られ、成長する

機会を与えられること

まずは目の前の方に、かけがえのない一口を

どう楽しんでもらうか、考えることから始める



咽頭・喉頭の構造



梨状陥凹
（食道入口）

気管

喉頭蓋

咽頭・喉頭の構造



①食べ物を認識する

②口への取り込み

③咀嚼と食塊形成

④咽頭への送り込み

⑤嚥下

⑥食道通過

摂食・嚥下の流れ



摂食嚥下障害の病態

てんかん発作
薬剤の影響

認知・視力・聴力障害

口輪筋・顔面筋力低下
協調運動障害
運動麻痺

舌・咀嚼筋力低下
協調運動障害
運動麻痺

舌筋力低下
協調運動障害
運動麻痺

咽頭筋力低下
構造異常・反射低下
協調運動障害

食道蠕動運動低下
胃食道逆流症

咳反射低下
喀出力低下
呼吸障害



口腔構造・歯列の異常

高口蓋

歯列異常



障がい児の口腔運動

舌前後運動 吸啜



感じ取る力を引き出す

口唇
化学的・物理的
性質を感知

舌尖
性質や変化を感知して
押しつぶし・押し戻し

舌・顎・歯・頬
嚥下可能な物性に

食塊形成・サイズ調整
食塊を咽頭に移送

咽喉頭
嚥下反射
咳反射
嘔吐反射

視覚・臭覚・聴覚
記憶と照合

化学的性質
味、香、色

物理的性質
構造、温度、音
かたさ、粘り
弾力、粒度感
流動性、変形度



意欲

障がい児者の
摂食嚥下機能障害

関係する要素

疾患

年齢

体型

発達段階

口腔咽頭構造

麻痺

筋力

運動パターン

姿勢

経験

嗜好

口腔機能

嚥下機能

影
響
補
完

両者を考慮した
支援の重要性

根底を支える
忘れてはならない
大切なもの



食べる力の総合評価

0

1

2

3

4

5

①食べる意欲

②全身状態

③呼吸状態

④口腔状態

⑤認知機能（食事中）

⑥咀嚼・送り込み

⑦嚥下⑧姿勢・耐久性

⑨食事動作

⑩活動

⑪摂食状況レベル

⑫食物形態

⑬栄養

ＫＴバランスチャート

出典：
小山珠美(編集）：
口から食べる幸せを
サポートする包括的
スキル―KTバランス
チャートの活用と支援．

pp.13-71, 医学書院



臨床評価 Ⅰ
摂食状況評価表

１．食事に対する意欲 ①いつも意欲的に開口 ②時に拒否あり③いつも拒否あり

２．食事にかかる時間 ①たいてい40分以内 ②時に40分以上 ③いつも40分以上

３．口の動き ①食塊を咀嚼してまとめている②食塊を押しつぶしている

③食塊をそのまま丸飲みしている

４．送り込み ①スムーズに送り込む ②しばらく食塊が残る③いつまでも残っている

５．嚥下 ①飲み込むとき特に問題を感じない ②時に飲み込みにくそうにする

③いつも飲み込みにくそうにしている

６．むせ ①むせがほとんどみられない ②時にむせることがある ③食事中いつもむせる

７．喘鳴 ①ほとんどゼロゼロすることはない②時にゼロゼロする ③いつもゼロゼロする

８．食後の咳・痰 ①咳・痰はほとんどない ②ときにみられる ③いつもみられる

９．発熱の頻度 ①半年に1回以下 ②3ヶ月に1回以上 ③1ヶ月に1回以上

10. 体重の変動 ①目標体重を維持 ②半年で1㎏以上の減少あり ③半年で2㎏以上の減少あり



臨床評価 Ⅱ
リアルタイム頸部聴診法

小型マイクを内蔵した聴診器を
頚部に装着し、

スピーカーに接続して増幅した
呼吸音、嚥下音をリアルタイムに

検出できる。

＊本資料の写真掲載に関しては
すべてご本人・ご家族の承諾を得ています



評価法Ⅲ 嚥下造影検査

【検査の目的】

１．診断のための検査

形態異常、機能的異常、誤嚥、残留などを明らかにする

２．治療のための検査

食形態や姿勢、摂食方法を調整することで安全に嚥下し

誤嚥や咽頭残留を減少させる方法を探す

検査結果から機械的に方針を決定することを避け、

臨床症状と臨床経過を重視して総合的に判断すること



パラダイムシフト

機能→環境を変える

から

環境→機能を変える

へ



対応のスタンス
「環境支援」

１．食べる意欲を高める環境設定（配置、明るさ、音、清潔さ）

２．食べるための全身の準備（呼吸、排せつ）

３．食べるための心の準備（意識、認知しやすい提示）

４．食べるための姿勢（骨盤～体幹の安定、頭頸部の可動性）

５．適した食事形態と食事摂取方法

６．適した水分形態と水分摂取方法

７．適した食事器具と食事動作支援

８．適した食事介助方法（ペース、一口量）

９．生活の中でのやりがいや達成感（「自分の役割」を果たす）



障がい者差別解消法の
観点から見た食事支援

楽しく
苦しくなく

効率よく
本人の

望む方法で

合理的
配慮



Ⅰ環境支援の具体的方法

1. 食形態

2. 食事姿勢

3. 介助方法



1. 食形態の考え方

【食事が口腔機能を育てる】
 美味しく安心できる食事は口腔機能を発達させる

 食事の多様性が口腔運動のバリエーションを引き出す

 不適切で美味しくない食事は発達を阻害する

【本人に合わせた食形態が誤嚥を予防する】
 本人の好みには食べやすさが関係している

 口の動きや送り込みの様子で食べやすいかを判断する

 自分のペースで食べられる食事は誤嚥しにくい



厚労省 授乳・離乳支援ガイド
（定常発達乳幼児対象）

「かたさ」を主眼において
段階的にかたくしている
→口腔機能に主眼
嚥下については、食物の形
（きざみなど）で対応
嚥下障害のある障害児（者）
は考慮されていない



嚥下調整食分類2013
（中途障がい者対象）

例外：小児の嚥下障害における発達過程を考慮した嚥下調整食



食形態の考え方ポイント1

かたさに合わせて口の動きは変わる

食物のかたさ 引き出される口腔運動

口唇や舌より柔らかい 飲む

口唇や舌と同じ硬さ 押しつぶす

口唇や舌よりかたい 咀嚼

かたすぎる食事に対しては丸飲みで対応しようとしてしまう



嗜好聞き取り調査

好む食べ物 嫌いな食べ物

マグロのすき身 煮魚のほぐし身

ポテトサラダ きゅうりの刻み

かぼちゃの煮物 蓮根とごぼうの煮物

納豆とおくらの和え物 生野菜サラダ

ホウレン草のお浸し 小松菜のお浸しの刻み

シュウマイ ひき肉のそぼろ

オムレツ 炒り卵

小豆あん 五目豆の煮物

アボガド 焼き芋

マカロニグラタン 刻んだそば

クリームシチュー 味噌汁

カスタードクリーム フルーツゼリー



食形態の考え方ポイント2

発達期障害児が食べにくい形態

１．液体状のものは苦手でまとまっているものが得意

理由：口腔内に保持しにくく咽頭に流れ落ちてしまう

気管に入りやすい

効率が悪い

２．小さく刻んだものが苦手

理由：口腔内でまとめにくい

送り込みしにくい

咽頭に残ってしまう

３．粘りが強すぎるものが苦手

理由：送り込みしにくい

咽頭に張り付きやすい



重症児者の誤嚥パターン

a.食塊が咽頭に滞留することなくそのまま流入し,嚥下反射

が誘発される前に気管内に落下して誤嚥

（嚥下前気管内落下）

b.口腔内で崩れた食塊の一部が咽頭に滞留し,嚥下反射が

誘発される前に気管内に流入して誤嚥（滞留物嚥下前誤嚥）

c.嚥下時に食塊の一部が崩れて,気管内に誤嚥

（嚥下中分離）

d.咽頭残留した食塊の一部が次の嚥下前に気管内に

あふれて誤嚥（残留物嚥下前誤嚥）

e.咽頭残留した食塊の一部が唾液と混ざって次の嚥下中に

誤嚥（残留物嚥下中誤嚥）

重症児者のVF所見検討

バリウムゼリー
バリウムゲル
バリウム酵素粥

バリウム従来ペースト

各々の検査食の
誤嚥パターンを分析

日摂食嚥下リハ会誌16(2),2012

浅野、鈴木、府川、村上



食形態の考え方ポイント3

具体的な食べやすさのイメージ

 舌と上顎で挟めるぐらいの形がある

 押しつぶせる硬さである

 角がとがっていない

 弾力がつよすぎない

 滑りすぎず、ある程度口の中にとどまっている

 口腔内や喉に張り付かない

 崩れてバラバラにならない

 固形分と水分が分離していない



開設当時提供していた食事

ゆるいペースト 刻み食のトロミあんかけ



障がい児のための新たな選択肢

「まとまり食」
食べやすさの要素

口腔で保持でき食塊形成しやすい

唾液で薄まらない

一塊となって送り込み嚥下できる

ゆっくり咽頭を通過する

嚥下時に咽頭で崩れず程よく変形する

嚥下後に咽頭壁にへばりつかない

まとまりペースト

まとまり刻み

ソフトゼリー

本人の意欲を引き出す要素

美味しさ
色彩
香り
食感
形

自分のペースで楽しめる

医療者
介護者
作り手



つばさで提供しているまとまり食（主食）

軟飯全粥

酵素入り
ペースト粥



ペースト粥の改良

以前のペースト粥
流動性があり張り付く

消化酵素入りペースト粥
形はあるが粘りが軽減



つばさで提供しているまとまり食（副食）

軟菜

まとまり
ペースト

ソフト
ゼリー

まとまり
マッシュ



ペースト食の改良

従来のペースト食

流動性があり張り付く

まとまりペースト食

形があるが粘着性は軽減

ゲル化剤
トロミ剤
適量の水分

日摂食嚥下リハ会誌16(2),2012
浅野、鈴木、府川、村上



＋
【豆乳ゲル】

【簡単まとまりペースト食】

簡単まとまりペースト食の作り方

【豆乳又はお粥＆酵素入りゲル化剤】

【料理】

【トロミ剤】

ミキサーで撹拌

＊つばさで提供しているまとまりペースト食の作り方とは異なります

http://www.google.co.jp/url?url=http://gourmedeculture.gourmetblog.jp/c5217.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=2dEHVLeZOMTe8AWiuoHYAQ&ved=0CCwQ9QEwCw&usg=AFQjCNH1eQXAtUANQzM5ZMzRETqFjNwzDA


刻み食の改良
まとまりマッシュ

葛粉片栗粉
ﾄﾛﾐｸﾘｱ

適量の水分

従来の刻み食
粒がバラバラ

まとまりマッシュ
粒同士がつながっている



手動の加工調理器具による
「簡単まとまりマッシュ」の作り方

例：OXO Tot ベビーフードミル

＊つばさで提供しているまとまりマッシュの
作り方とは異なります



軟飯・軟菜



味見することが何よりも大切

【味見のポイント】

口とのどで味わうこと！

提供者・介助者の意識統一が重要

味と食感・・美味しく、食材の風味がしっかり感じられる

かたさ・・・舌や指でつぶれるぐらい

まとまり・・スプーンで押した時に崩れずつながっている

落とした時にそのまま形ができる

へばりつき・スプーンを振って落とせるぐらい

唾液でコーティングしながら送り込んだ時

喉で張り付かない

なめらかさ・つぶつぶが気にならない

＊味見する時は噛まずに舌を使って押しつぶし

送り込みと飲み込みやすさを確認すること



日本摂食嚥下リハビリテーション学会

発達期嚥下調整食分類案（主食）



日本摂食嚥下リハビリテーション学会

発達期嚥下調整食分類案（副食）



水分摂取の考え方

【水分の特徴】

 流速が早く大量に誤嚥しやすい

 誤嚥すると気管の奥まで流れ込み咳で出しにくい

 のどに残った食べ物を気管に流し込んでしまう

【介助の留意点】

 自分のタイミングで飲めるように介助する

 一口量と首の角度に特に注意する

 トロミは薄いほうが上手に飲めることがある

 水分を食べる方法もある



水分形態のバリエーション

トロミ茶
例:トロミファイバー

お茶ゼリー
例:イナアガー

ゲル茶
例:ミキサー&ソフト



水分摂取器具のバリエーション



水分提供時の注意点

 どの水分形態が適しているかは人によって異なる

 とろみ、ゼリー、ゲル茶の違いや特徴を理解して

その人に合った介助方法で提供すること

 器具の違いによって飲み方に影響を与える

（ストロー、スプーン、コップ、お椀）

 提供するタイミングが大きく影響する

（食間・食前・食中・食後がいいかはその人による）

 水分を飲みにくい人は少量ずつ頻回摂取がよい

 必要水分量はその人によって違う



2. 食事姿勢の考え方

その姿勢をとりたがるのには理由がある
姿勢により食べやすさ・飲み込みやすさが変わる
本人の機能が最大限発揮されやすい姿勢をつくる

【前提】

呼吸がしやすい
痛みがない

頭頸部が安定している
全身リラックスしている



頸部角度による違い

口唇・顎が閉じやすい
取り込みしやすい
食塊保持しやすい
嚥下しやすい

口唇・顎が開きやすい
送り込みしやすい
呼吸しやすい



背角度による違い

誤嚥しにくい
送り込みしやすい

頭部がコントロールしやすい

食物を認識しやすい
取り込みしやすい
食塊保持しやすい
食道通過が速い



これまでの食事姿勢

介助者により頸部角度が変化
頭頸部の随意的な動きを抑制

一口量に大きく依存
食事中・後の唾液処理が困難



抱っこでの食事



抱っこの姿勢を参考にする



１
引き延ば
される

２
つぶれる

３
倒れる

４
滑る

５
転がる

６
ねじれる

６つの
不安定

6つの不安定の要素

これらの「不安定」が解消された状態が安定
(村上潤 キャスパーアプローチ）



「もたれると乗せる」

を利用して

不安定を解消し

安定をもたらす

村上潤さんの許可を得て掲載





完全側臥位法
福村直毅先生考案（2007）

福村直毅先生の許可を得て掲載

重度嚥下障害患者に対する完全側臥位法による嚥下リハビリテーション
総合リハビリテーション40(10)2012.10



怖くない味見



誤嚥物喀出の考え方

重症児者は誤嚥と共存している

許容範囲の誤嚥にする為には

誤嚥物を確実に喀出させることが必要

 食前に腹臥位や側臥位にして、誤嚥した唾液を喀出させる

 ムセたら食事を休止して、確実に咳をさせる

 喘鳴が出現したら姿勢変換して、咳を誘発する

 食後に腹臥位や側臥位にして、排痰を促す

 吸引は嘔吐や誤嚥を引き起こすこともある為、タイミングが重要





腹臥位の実際

体位変換器（日常生活用具給付）で申請可



食事介助の考え方

服従関係ではなく→信頼関係

リードするのではなく→サポートする

最後に楽しい気持ちで終わる

ご本人のサインを察知し受け止め待つこと

ご本人の能力が最大限発揮できること

ご本人に合ったテンポを尊重すること

食事時間は楽しいダンス



効率と有効性を考慮した食事介助

一口量

食器具

提供順番のコツ

スプーンの位置

タイミング

ペース



食べやすいスプーン

emリードスプーン



食事介助の実際

 必ず食前の挨拶をしメニューを見せてから開始する

 口に運ばれる食べ物がしっかり把握できるようにする

 介助者は座って同じ目線の高さで介助する

 ご本人の運動を助け妨げないような保持をする

 拒否があるときは無理にすすめず待つ

 一口量やペースは本人の送り込みや嚥下の仕方にあわせる

 呼吸のために一休息をとりながらすすめる

 嚥下障害が著しい人には三角食べは避ける

 ムセている時に水分をすすめない

 食事時間は40分以内を目安にする



嚥下障害を助長しかねない介助方法

自分の手が伝えるメッセージを

こどもの立場で考えてみる

 流し込む

 不必要に寝かせて食べさせる

 こぼさないように下顎を押し上げる

 口を開けさせるため額を押し上げる

 スプーンを上顎に擦り付ける

 一口大が少なすぎたり、多すぎる

 早すぎたりゆっくりすぎる

 本人の動きを妨げる

 本人の意思を妨げる



食事中のことば

意味 表出

「うまくいっている」 口をあける
口がよく動く
目を見る

テンポがよい

「うまくいっていない」
「タイミングが合わない」

「待って」

口をあけない
舌を出す

口の動きが止まる
食べ物を吹きだす
体を反らせる
顔をそむける
目をそらす
表情が固まる
声を出す
笑う
寝る



こどもの「ことば」に対して
例：拒否

 拒否の表出を知る

 過敏という言葉に惑わされない

 拒否の気持ちを受け止める

 拒否の理由を考える

 拒否≠食事がいらない

 拒否＝違うやり方の要求

 拒否への対応策を考える



「拒否」の理由

恐怖

痛み

嫌悪

苦しさ

動かしづらさ

効率の悪さ

相性の悪さ



“

”

Ⅱ 胃ろう食について



病態からみた液体経腸剤の欠点

 下痢

→脱水、皮膚びらん、栄養失調

 胃食道逆流症

→嘔吐、発熱、消化管出血、唾液の増加

 胃排出遅延

→必要栄養量が注入できない、唾液の増加

 ダンピング

→低血糖、バイタル不安定、緊張亢進

 含有成分が一定

→個別のニーズや体質に合わせて調整しにくい



液体経腸栄養
こころの発達への影響

 いつも同じ環境（匂い、風味、風景）

 深夜にまで及ぶ長時間の拘束

 選択することや期待することができない

 五感を通じた刺激を受けることが少ない

 苦しくても嫌でも、拒否することが許されない



病態の改善のために

半固形流動食

半固形化剤による
半固形化



胃瘻からの半固形化栄養材短時間注入法の機序 合田文則（2006年）

正常な胃貯留

胃貯留の障害

空腹時

固形物

正常な胃排出

異常な胃排出

液体

胃食道逆流

例：消化管運動に与える影響



口から食べる食事の代わり
「胃ろう食」の提案

家族や仲間と同じものを胃から食べられる
匂い・色彩・味見も楽しめ、成長を促せる
個別のニーズや体質に合わせることができる



注入姿勢のバリエーション



「簡単胃ろう食」の作り方

【料理】【簡単胃ろう食】

＋ミキサーで撹拌

①

③

②

④

＊ 酵素入ゲル化剤を食材に直接いれ、ミキサーで攪拌する加工方法もあり



経鼻栄養の人でも楽しめる

「滴下食」の作り方

【作り方手順】

全粥に酵素製剤を入れ液体の「粥ジュース」を作成

「粥ジュース」＋副食を入れミキサーで撹拌

こし器に通して出来上がり

手順①

手順②

手順③

料理
滴下食

デンプン分解酵素で
作成した粥ジュース こし器



障碍がある人の食事に
こだわる意味

食事はコミュニケーション

食事を通じてその人の苦痛や喜びを

理解する大切な機会

その人が自分の人生を

選び取る大切な機会

お互いが成長できる機会


