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摂食・嚥下障害のある認知症患者に対する食支援
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　摂食・嚥下障害の見られた認知症患者に対して
我々が行った食支援について報告します。

認知症とは

一度正常に発達した脳の認知機能が、後天的な
脳の障害により持続的に低下

日常生活や社会生活に支障をきたすような状態

記憶、思考、見当識、理解、計算、学習、言語、
判断など高次機能障害をきたすもの

　まず認知症について説明します。認知症は一度正
常に発達した脳の認知機能が後天的な脳の障害によ
り持続的に低下し、日常生活や社会生活に支障をき
たすような状態で、記憶、思考、見当識、理解、計
算、学習、言語、判断など高次機能障害をきたすも
のです。

病理的機序による認知症の分類

・アルツハイマー型認知症（５０％）

・レビー小体型認知症（２０％）

・前頭側頭型認知症

・神経変性疾患

・脳血管性認知症（１５％）

・炎症性認知症（多発性硬化症、中枢神経系血管炎）

・感染性認知症（神経梅毒、ライム病、HIV認知症）

・頭部外傷、腫瘍、内分泌・代謝性

　病理的機序による認知症の分類を示します。認知
症の病因による内訳を見るとアルツハイマー型認知
症が50％、レビー小体型認知症20％、脳血管性認知
症が15％を占めています。

認知症の中核症状と周辺症状

中核症状

・記憶障害

・見当識障害

・理解・判断力の障害

・実行機能障害

・感情表現の変化

不適切な対応
不快

孤立感
不適切な環境

不安感

混乱

薬剤

合併症
周辺症状

・幻覚、妄想 ・不潔行為

・睡眠リズムの障害 ・抑うつ

・せん妄、軽度意識障害 ・仮性作業

・徘徊、多動 ・攻撃的行動

・食行動の異常

・無気力、無関心、意欲低下

認知症の周辺症状は人それぞれである

ただし！それなりの理由がある

　認知症の特徴として中核症状と周辺症状がありま
す。中核症状は記憶障害と認知機能障害つまり失語、
失認、失行、実行機能障害からなります。これは神
経細胞の脱落によって発生する症状であり、患者全
員に見られ、病気の進行とともに徐々に増悪します。
周辺症状は幻覚・妄想、徘徊、異常な食行動、睡眠
障害、抗うつ、不安、焦燥、暴言、性的羞恥心の低
下、時間感覚の失調などが挙げられ、患者を取り巻
く状況によって出現する残存神経細胞の異常な反応
であり患者によって症状が異なります。

事例紹介

・ Ａさん ７４歳 女性

要介護度５ （最終認定日：Ｈ２４．５．１０）

障害高齢者の日常生活自立度 Ｃ２

認知症高齢者の日常生活自立度 Ⅳ

・ 既往歴

平成１９年１１月 前頭側頭葉変性症

白内障

・ 服用薬

・アリセプトＤ錠 ５ｍｇ １錠 朝食後

　摂食・嚥下障害のある認知症患者Aさんに対して
我々が食支援を行った74歳の女性の事例について紹
介します。Aさんは平成19年11月に前頭側頭葉変性
症の診断を受けました。要介護度は５、障害高齢者
の日常生活自立度C ２、認知症高齢者の日常生活自
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立度４という状態でした。

認知症症状の発現からの経過

平成１９年春：自分の名前が言えない、支離滅裂な言動が現れる

同年 １１月：「前頭側頭葉変性症」と診断を受ける

平成２１年６月： 町内の集団健診会場で大混乱を起こす

（介護申請へ）

病院受診・治療を継続しつつ、自宅で生活

（介護サービスは受けていない＝家族拒否）

　この認知症患者の認知症症状発現からの経過を示
します。認知症症状発現は平成19年春頃からで自分
の名前が言えなくなり、支離滅裂な言動が現れてき
ました。同年11月に病院を受診し前頭側頭葉変性症
の診断を受け、治療を継続しながら自宅にて生活を
していました。しかし介護サービスを受けることは
家族が拒否しました。しかしながらその後、平成21
年６月に町内の集団健診会場で大混乱を起こし介護
申請することになりました。

平成２１年６月： 介護申請し、介護サービス開始

平成２３年８月： 熱中症、食事意欲の低下による低栄養状態、

昼夜逆転のため病院へ入院

平成２４年４月： グループホーム入所準備のため病院にて面談

平成２１年６月： 町の介護予防教室に参加するしたが

認知症の進行により途中で中止

　同時に町の介護予防教室を利用するようになりま
したが認知症が進行しており途中で中止することに
なりました。その後在宅介護サービスの利用と夫に
よる献身的介護を続けてきましたが、認知症の進行
が早く物忘れや生活障害等夫への介護負担が日に日
に増大していきました。平成23年８月には熱中症、
食欲低下、昼夜逆転のため病院へ入院しました。平
成24年４月に病院を退院しグループホーム入所する
ことになりました。

グループホーム入所時の認知症が重度に進行した状
況

・感情が乏しく言葉によるコミュニケーションが不可能

・歩行が不可能、車椅子に座るかベッドに臥床する時間が多い

・左上肢拘縮

・摂食は全介助、嚥下に時間が掛かり誤嚥や窒息の危険性があった

　グループホーム入所時の状況は感情の表出が乏し
く言葉によるコミュニケーションが困難、自ら歩行
されること無く車椅子に座るかベッドに臥床する時
間がおおくなりました。左上肢拘縮、摂食には介助
が必要で嚥下に時間がかかり誤嚥・窒息する可能性
が高く、認知症が進行し重度化していました。

グループホーム入所時の夫の気持ち

・家庭的な環境で生活させたい。妻も喜ぶと思う

・病院では生活感がなく長期間入院させて可哀想なことをした
生活感のある日々を過ごさせてやりたい

・本人にやる気が起きて、入院前に出来ていた歩行や話ができる
のではないか

　グループホーム入所時の夫の気持ちは「家庭的な
環境で生活させたい。」、「病院では生活感がなく長
期間病院に入院させて可哀想なことをした。生活感
のある日々を過ごさせてやりたい。」「本人にやる気
が起きて入院前に出来ていた歩行や話ができるので
はないか」というものでした。

妻を大切に思う夫の気持ち

夫の苦しみ・葛藤・戸惑いにふれて

我々が出来る最大限の支援をしたい

認知症が進行性の病気で治癒させること難しく
グループホームで出来ること・出来ないことを
家族に説明し、妻を思う気持ちをくみながら最
大限の支援を行いたい。

（グループホーム職員の気持ち）

　夫に対してグループホーム職員は認知症が進行性
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の病気で治癒させることが難しくグループホームで
出来ること・出来ないことを説明し、妻を大切に思
う夫の気持をくみながら最大限の支援を行った。

認知症患者Aさんの摂食・嚥下の状態

グループホーム入所時の状況

・自ら食べようとしない

・全介助にて食事を行うが開口が不十分

・口腔内に食べ物を溜め込み嚥下しない

・左唇から食べ物がこぼれる

食形態（退院時病院からの指示）

・主食：全粥 副食：きざみ 水分：とろみ

　Aさんはグループホーム入所時から摂食・嚥下障
害があり入所直後に我々に相談がありました。Aさ
ん家族、グループホーム職員の気持ちを十分理解
した上で我々はAさんの食支援を行うことにしまし
た。グループホーム入所時の摂食・嚥下状態につい
て示します。Aさんは自ら食べようとせず全介助に
て食事を試みるも開口が不十分であり、食べ物を溜
め込みなかなか嚥下しない。また左唇から食べ物が
こぼれる状態であった。病院から食形態の主食は全
粥、副食はきざみ、水分はとろみ必要と指示があり
グループホームでは同じ形態で食事提供を行ってい
た。

・味が濃く、しっかり噛むことの出来る食形態では
摂食・嚥下がスムーズに行うことができる

摂食・嚥下機能診査により明らかになったこと

・柔らかい食べ物、味の薄い食べ物だと「食べ物」
だと認識できず口に残る

・甘み・酸味のある飲み物はむせなく摂取可能

・朝は比較的食事の摂取量が多く、夜少ない。日に
よってむらがある。

　我々はAさんの摂食・嚥下の状態の診査を行いま
した。その結果、柔らかい食べ物や味の薄い食べ物
ではほとんど噛む動作が無く嚥下まで進まないこと
が分かりました。しかし、逆にしっかり噛むことの
出来る食形態、そして味を感じるように濃くするこ
とにより摂食・嚥下がスムーズに行えることが分か
りました。また、甘み・酸味のある飲み物もむせな
く摂取可能でした。食事の摂取量は朝比較的多く、
夜少ない。日によってむらがあるなどの状況が見ら

れました。

唾液の分泌

想像

見る

匂う

味わう

摂食・嚥下機能のステージ

1. 先行期（認知期） 2. 準備期（捕食） 3. 準備期（食塊形成）

4. 口腔期 5. 咽頭期 6. 食道期

　これは摂食・嚥下機能のステージを示しますが認
知症では食べ物が認知できなかったり、味を感じな
いために口に食べ物を入れても食塊形成が出来ず嚥
下までなかなか進まないことがあります。Aさんも
食べ物の認知が出来ていないことや口に入った後も
味を感じないために食塊形成ができなかった可能性
があります。

食行動障害へのアプローチ

直接訓練と食事支援

キュア（治療・回復・訓練） ケア（支援・維持・介助）

　そのためAさんに対しては認知症のタイプ、性格、
これまでの生活、環境等からなぜ食行動の障害が起
こっているのか理解した上でアプローチしなければ
ならないと考えました。脳梗塞などで摂食・嚥下機
能低下が見られる患者に対する機能回復の訓練と
は異なり認知症患者であるAさんは今ある機能を支
援・維持しながら介助する必要がありました。
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サーカデイアンリズムの調整

食事を摂る時間帯の調整

　Aさんは昼夜逆転が見られたため生活リズムの改
善から始めました。また調子の良い時に食事の摂取
量をかせぐようにしました。認知症薬アリセプトを
服用していましたがアリセプトは摂食・嚥下機能を
低下させる副作用もあるのでしっかり食べた後に服
用するよう調整しました。

マッサージ・嚥下体操のポイント

　また食事前には嚥下体操を行いました。機能回復
というよりも準備体操のイメージ訓練よりも意識レ
ベルの改善効果を期待して行いました。

声かけおよび食事動作の介助

　食事がなかなか認知できないので声かけにより食
事の認知を促し、食事開始時には食事動作の介助を
行いました。

・混乱した生活リズム（昼夜逆転）

Aさんに行った食支援のポイント

・柔らかい食べ物、味の薄い食べ物だと
「食べ物」だと認識できず口に残る

覚醒、ウオーミングアップのため食前に散歩、
口腔体操をし、飲み込みができやすいように

自身で口に食べ物を持っていけるようにし、
しっかり噛むことができる食形態に変更し
飲み込みまでの一連の動作が行い易いように

味を感じるよう濃くしたり、甘み・酸味のある
食べ物や飲み物にする。交互嚥下を取り入れる

　Aさんに行った食支援のポイントを示します。飲
み込みは十分可能であり、誤嚥の可能性も少ないと
判断し、食事前に覚醒、ウオーミングアップを目的
に散歩、口腔体操をし飲み込みをスムーズにするよ
う職員に指示しました。また、食形態、味付けにつ
いては柔らかい食べ物・味の薄い食べ物だと「食べ
物」と認識できず口の中に残る可能性があることを
指摘しました。これに対しては自身で口に食べ物を
持っていけるようにし、しっかり噛めることが出来
る食形態に変更し飲み込みまでの一連の動作が行い
易いようにすることを指示しました。また味を感じ
るよう濃くしたり、甘み・酸味のある食べ物や飲み
物への変更、飲み込み易いよう柔らかい物と固いも
のを交互に食べるよう指導しました。

主食：全粥から普通 副食：きざみから一口大

水分：甘み、酸味等味のあるとろみ無しの飲み物に

食形態および味付けの変化

食事時間が約半分に短縮頬がふっくら、顔の表情豊かに

認知症患者Aさんの現在の摂食・嚥下の状態

　指導した内容をグループホーム職員がAさんに実
践しました。その結果、主食が全粥から普通に、副
食はきざみから一口大へと形ある食形態でも摂食・
嚥下が可能となりました。また水分は甘みや酸味の
ある飲み物に変更し十分な摂取が可能となりまし
た。そして食事時間は入所当初、１時間以上必要だっ
たが現在は30分位で完食されるようになりました。
また、頬の筋力が付いたのか頬がふっくらし、大き
な変化は顔の表情がとても豊かになってきたことで
す。
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結果およびまとめ

１． 食行動の障害のある認知症患者に対して生活リズムの改善・食事を摂る

時間帯の調整・嚥下体操・声かけおよび食事動作の介助・食形態および

味付け等を工夫することにより食行動の障害が改善した。

２．食行動の障害の改善は行動範囲の拡大・発語や問いかけに対する反応の

出現・豊かな表情の出現などのQOLの向上に繋がった。

３． QOLの向上は認知症患者の家族の精神的満足度の向上にも繋がった。

　われわれは食行動の障害のある認知症患者に対し
て生活リズムの改善・食事を摂る時間帯の改善・嚥
下体操・声かけおよび食事動作の介助・食形態およ
び味付け等を工夫することにより食行動の障害が改
善した。
　食行動の障害は行動範囲の拡大。発語や問いかけ
に対する反応の出現・豊かな表情の出現などQOL
の向上に繋がった。
　QOLの向上は認知症患者の家族の精神的満足度
の向上にも繋がった。




