
らになります。また、舌（ゼツ）の汚れは、肉眼で
かなり真っ白い状態が見てとれたもので、特に基準
というものはありません。

【岡林】　そうすると、もしかして見る人によって
は違う場合があるのでしょうか。

【永田】　そうですね。例えば、舌苔をある職員が
見たとすると、それを看護師に報告し、そこで処置
をしたほうがいいということを、口腔機能向上委員
会のほうで検討をして評価しておりました。

【岡林】　ありがとうございました。

【三上】　はい。それではこの演題を終わらせてい
ただきます。また演者の方、質問が終わるまで演者
席のほうでお待ちいただいて、終わりましたらフロ
アのほうへお戻りください。続きまして、3番目の
演題です。163番の「多職種間の連携による嚥下食
改善に向けた取り組み」、神奈川県茅ケ崎市立病院
の遠藤光恵さんよろしくお願いいたします。

【遠藤】　茅ケ崎市立病院リハビリテーション科 ST
の遠藤です、よろしくお願いいたします。

　当院では平成22年12月より、月に1度、管理栄
養士、調理師、看護師、言語聴覚士（以下 ST）が集
まり、嚥下食の改善を目的に嚥下食打ち合わせを実
施しています。今回、約1年前から取り組みを開始
した嚥下食打ち合わせについて、経過をまとめまし
たのでご報告いたします。

　患者の高齢化に伴い、当院でも嚥下障害患者の割
合は多く、高次脳機能障害、構音障害などの合併を
合わせると、ST がかかわる患者の約9割に嚥下障
害を認めます。嚥下リハビリテーションの依頼は神
経内科、脳神経外科など、脳血管障害だけでなく、
呼吸器内科や外科、消化器内科、整形外科など多岐
にわたります。

多職種間の連携による 
嚥下食改善に向けた取り組み 

茅ヶ崎市立病院 リハビリテーション科  
言語聴覚士 遠藤光恵、滑原文、脇田奈未 

栄養科 葦津幸子、成尾さち子 
看護部 猪狩円 

はじめに 

 当院では平成２２年１２月より月に１回、 
『嚥下食打ち合わせ』を実施している。 
 
 今回、約１年前から取り組みを開始した 
『嚥下食打ち合わせ』について経過をまとめた 
ので報告する。 

当院の嚥下リハビリテーションの現状 

 STオーダーと嚥下リハビリテーションの割合 
 （高次脳機能障害・構音障害など他の障害との合併を含む） 
2009年  （319件/351）  90.9％ 
2010年  （385件/431）  89.3％ 
2011年  （447件/512）  87.3％ 
嚥下リハビリテ―ション依頼 
主な科：神経内科・呼吸器内科・脳神経外科 
その他：外科・呼吸器外科・消化器内科・整形外科   
など多岐に渡る 
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　当院では、入院患者に対し、誤嚥のリスクがある
と判断した場合、主治医がリハビリの指示を出しま
す。ST は嚥下機能評価を行い、誤嚥のリスクが高
いと判断された場合は、食事を中止し、食べ物を用
いず間接訓練を実施します。嚥下機能の低下を認め
られるものの、食事の形態に何らかの工夫があれば、
食事が可能と考えられた場合は、患者の嚥下機能に
合った嚥下食の形態を検討します。実際に食事を続
けながら、間接訓練を実施し、もともと召し上がっ
ていた食事形態に近づけていきます。その際、安全
な食事の提供が重要になります。

　例えば、嚥下障害が重いと考えられる患者には主
に、ゼリー食を用いて嚥下訓練を実施します。ゼ
リーを安全に召し上がれる方には、次の段階である
ペースト、キザミ食で練習し、徐々に普通食に近づ
けていきます。

　嚥下食打ち合わせ導入までは、それぞれの嚥下障
害患者の担当間で情報交換を行い個別に対応してい
ました。調理師から嚥下食に関する意見交換の提案
があり、嚥下食を提供する職種と、現場で実際に患
者にかかわる職種での嚥下食に関する意見交換や、
見解の統一のため、嚥下食打ち合わせを導入するこ
ととなりました。

　打ち合わせの概要です。頻度は月に1回で、参加
者は管理栄養士、調理師、看護師、ST の毎回6名
ほどです。それぞれの職種で嚥下食に対する意見を
出し合い、打ち合わせの内容を決めています。
これまでカロリーアップ、自助スプーンの提供、と
ろみ剤の濃度などについて話し合ってきました。

当院の嚥下障害患者への対応 

主治医から嚥下リハビリテーションの依頼 
 

STによる嚥下機能評価 
 

食事形態の検討または食事中止（間接訓練) 
 

安全な食事の提供 

『嚥下食打ち合わせ』の導入 

それぞれの嚥下障害患者の担当間で情報交換を行
い、個別に対応 

調理師より、嚥下食に関する意見交換の提案 
 
 
嚥下食を提供する職種（管理栄養士、調理師）と 
現場で実際に患者に関わる職種（看護師、ST）との 
嚥下食に関する意見交換や見解の統一が必要 

打ち合わせの概要 

頻度：月に１回 
参加者：管理栄養士、調理師、看護師、ＳＴ 
    （毎回計６名程度） 
打ち合わせ内容（具体例） 
カロリーアップ 
訓練用スプーン 
とろみ剤の濃度 など 
 

嚥下機能と嚥下食 

嚥下障害重度 
開始１、開始２ 
（主にゼリー食） 

嚥下障害中等度 嚥下１～３ 
（ペースト、キザミ、水分ゼリー状） 

嚥下障害軽度 
嚥下４ 

（キザミ、水分とろみ） 

嚥下に不安のある方 全粥・軟菜食、米飯・軟菜食 
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　カロリーアップについてです。食事摂取量が上が
らない患者や、重度嚥下障害の患者について、少量
の食事でもカロリーをアップさせていく方法を検討
しました。お茶ゼリーに、粉飴、まとめアップを混
ぜ、メンバーで試食し、味やコスト面など議論のう
え、粉飴を混ぜて提供することとなりました。現在
は、おかゆミキサー、おかずなども同様にカロリー
をアップする方法を検討中です。

　カロリーをアップしたことにより、同じ量の食事
でほぼ倍のカロリー摂取が可能になりました。食事

量が少なくてもカロリーが摂取できるようになった
ことにより、患者の栄養状態の改善や経管栄養、点
滴が必要なくなるなどの利点につながりました。ま
た、栄養状態の改善は、リハビリテーションの円滑
化や、早期離床にもつながると考えます。

　自助スプーンの配膳についてです。手の麻痺や、
筋力低下により通常のスプーンでは自己摂取困難な
場合、配膳の際、通常のスプーンを自助スプーンに
変更することについて検討した結果、配膳車に訓練
で使用するような軽くて持ちやすいスプーンを2種
類配置することになりました。また、食事のオー
ダー入力画面に、スプーンの変更項目が追加されま
した。

左が通常のスプーンで右が自助スプーンです。

カロリーアップ 

検討内容 
食事摂取量が上がらない患者や 
重度の嚥下障害患者について少量でも 
カロリーアップをさせていく方法を検討 
 
対策 
お茶ゼリーに粉飴を混ぜ、カロリーアップ 
現在はお粥ミキサー・おかずなども同様にカ
ロリーをアップさせる方法を検討中 
 

自助スプーンの配膳 

検討事項 
手の麻痺や筋力低下により通常のスプーン
では自己摂取困難な場合がある 

 
対策 
配膳車に訓練で使用するような軽くて 
 持ちやすいスプーンを２種類用意 
食事のオーダー画面で自助スプーンの選択
が可能に 

通常のスプーン 自助スプーン 

同じ食事量でカロリーアップに成功 

『嚥下食打ち合わせ』前 
１５０キロカロリー 

『嚥下食打ち合わせ』後 
約３００キロカロリー 

カロリーアップしたことにより・・・ 

 
食事量が少なくてもカロリー摂取できる 
患者の栄養状態の改善 
経管栄養・点滴が必要なくなる 
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　自助スプーンを配膳したことにより、自己摂取が
可能となり、食事介助が不要となるなどの利点につ
ながりました。さらに、自己摂取が可能になったこ
とにより、患者の ADL 向上につながると考えます。

　とろみ剤濃度の変更についてです。これまで、お
茶、牛乳、味噌汁など、とろみを付けるものによっ
て、濃度にばらつきがありました。そのため、患者
によっては個別にとろみを付け足さなくてはいけな
いことがありました。嚥下食打ち合わせで、とろみ
剤の濃度を品物ごとに試食・検討した結果、それぞ
れに合った濃度を決定し、統一することができまし
た。

　例えば、全粥・軟菜食にとろみ剤を使用すると、
お茶、味噌汁、牛乳、すべての水分にとろみが付き
ます。パックの牛乳はカップに移し替え、とろみを
付けて提供しています。

　適切なとろみ濃度を採用したことにより、食品に
よって薄すぎたり、濃すぎたりすることがなくなり、
配膳後にとろみを付け足す必要がなくなりました。
また、試食・検討を通して、調理師や栄養士に嚥下
障害についてさらに関心を持ってもらうきっかけと
なりました。

自助スプーンを配膳することにより・・・ 

 
自己摂取が可能になった 
食事介助が不要になった 
 

 
       

とろみ剤の濃度変更 

検討事項 
お茶・牛乳・味噌汁など、とろみをつける物に
よって濃度にばらつきがあった 

 
 

対策 
とろみ剤の濃度を品物ごとに試食・検討し 
 それぞれにあった濃度を決定・統一した 

お茶 

牛乳 味噌汁 

それぞれの品物にあった濃度で 
とろみがつく 

例：全粥・軟菜食にとろみ剤を使用 

適切なとろみ濃度を採用したことにより・・・ 

 
配膳後にとろみをつけ足さなくてもよくなった 
試食・検討を通し、調理師や栄養士に嚥下障
害についてさらに関心を持ってもらうきっかけ
となった 

 
 
 
 

    
    

まとめ 

『嚥下食打ち合わせ』を導入したことで、 
 管理栄養士、調理師、看護師、STの連携が 
 密になり、より良い食事を提供するための 
 意見交換がスムーズになった。 
 
調理師、栄養士、看護師の視点から嚥下食
に対する意見や提案を聞ける貴重な場となっ
た。 
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　まとめです。嚥下食打ち合わせを導入したことで、
多職種間の連携が密になり、より良い食事を提供す
るための意見交換がスムーズになりました。また、
意見交換を通じて、多職種に嚥下障害についてさら
に関心を持ってもらうきっかけになったと同時に、
ST にとっても調理師や管理栄養士、看護師の視点
から、嚥下食に対する意見や提案を聞ける貴重な場
となりました。

　今後の課題についてです。今後は、嚥下食の段階、
見た目、味の問題などについて引き続き検討し、嚥
下食をより安全で、質の良いものにするため、他職
種間での連携を継続していきます。さらに、嚥下食
の改善、カロリーアップ、自助具の利用などを通し、
リハビリテーションの円滑化、早期離床、患者の
ADL 向上に寄与していきたいと考えます。

　ご清聴ありがとうございました。

【三上】　ありがとうございました。では、ご質問・
ご確認ありましたら、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。それでは、4番目の演題

です。162番、「自治体主催の口腔ケア研修会が介
護職および看護職の『働く意識』に与える影響」、
岡山県鏡野町地域包括医療ケア講座部会、澤田弘一
さん、よろしくお願いいたします。

【澤田】　よろしくお願いします。この研究は、岡
山県立大学の谷口敏代教授に協力をいただいており
ます。それでは、始めさせていただきます。

　自治体主催の口腔ケア研修会、地域包括医療ケア
講座部会を作った背景をご説明します。当町は、高
齢化へき地ということで、なかなか住民の意見が行
政に届かず、問題になっているということがありま
す。特に、独居よりも、家族によって覆い隠される
問題ということが深刻になっています。具体的には、
口腔に関すること、認知症、難病、介護、そして県
下1位になっている自殺などであります。

今後の課題 

今後は、嚥下食の段階、見た目、味の問題な
どについて引き続き検討し、嚥下食をより安
全で質の良いものにするため多職種間での
連携を継続 していく。 
さらに、嚥下食の改善（カロリーアップ・自助
具の利用など）を通し、リハビリテーションの
円滑化・早期離床・患者のADL向上に寄与し
ていきたい。 

 

ご清聴ありがとうございました 

   自治体主催の口腔ケア研修会が 
介護職および看護職の「働く意識」に与える影響 

 １）鏡野町地域包括ケア会議 委員、地域包括医療ケア講座部会 部会長 
２）鏡野町国民健康保険上齋原歯科診療所、３）鏡野町国民健康保険富歯科診療所、 
４）新庄村国民健康保険歯科診療所 

澤田弘一¹⁾ ²⁾,鷲尾憲文³⁾,金盛久展⁴⁾,石田佐智子²⁾, 
大熊晶子²⁾,平井公人²⁾,大川永敏²⁾ 

（会員外協力 谷口 敏代 教授 岡山県立大学） 

地域包括医療ケア講座部会を創った背景 

高齢化  へき地 

口腔に関すること、認知症、難病、介護、自殺など   
         
       自殺は県下１位 

田舎では特に家族によって覆い隠される問題 

(自治体主催の口腔ケア研修会) 
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