
半固形化栄養法には、多くのメリットがありますが、
その適応や管理法に問題があると患者への不利益と
なることがあります。その為、半固形化栄養法の原
理・注意点を再学習し、統一した手技で行う事が大

切です。今後は、安全な経腸栄養が継続出来るよう、
パンフレット・DVD を用いて、院内教育や在宅に
向けての退院指導に役立てたいと思います。

【はじめに】　鞍手町立病院は、2006年7月より回
復期リハビリテーション病棟（以下、当病棟）を発
足し、その目的を果たすべくチーム医療を展開して
いる。当病棟では、脳血管疾患の患者が大半を占め、
高齢で介護度も高く、自宅復帰が困難となることが
ある。早い段階から、家族の意向を聞き、退院前に
病状説明や退院後の方針確認のため担当者会議を
行っている。今回、脳出血により経管栄養であった
患者が、『楽呑み』を使用すれば自分で経口摂取可

能となり、胃瘻造設をせず施設入所できるように
なった取り組みについて報告する。

【Ⅰ．研究目的】　高齢で嚥下障害のある患者の食
のアプローチの方法を明らかにする。

【Ⅱ．事例紹介】

氏名：　A 氏　77歳　女性
病名：　左視床出血
障害名：　重度の右片麻痺、失語症あり。
ADL：　全介助
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 ～経管栄養から「楽呑み」を使用し自分で経口摂
取でき、施設入所するまで～ 
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鞍手町立病院   回復期リハビリ病棟                        
                                

はじめに 
脳血管疾患は、我が国の代表的な生活習慣病
の一つであり、摂食･嚥下障害の原因の第1位で
ある。 
当院回復期リハビリテーション病棟でも脳血管疾
患の患者が大半を占め、また、高齢で介護度も
高く自宅復帰が困難となることが多い。 
今回、脳出血により経管栄養であった患者が「楽
呑み」を使用することで、自分で経口摂取可能と
なり、胃ろう造設をせず、施設入所が可能となっ
た症例を報告する。 

研究目的 

高齢で嚥下障害のある患者の食のアプ
ローチの方法を明らかにする。 

事例紹介 

Ａ氏 77歳 女性    
疾患名：左視床出血 
障害名：重度右片麻痺・失語症 
ＡＤＬ：全介助 
介護度：要介護 5      
現病歴：2010年3月8日発症、救急車にてＸ病院 
   入院、保存的治療を受ける。病状安定し 
   4月26日リハビリ目的にて当院入院 
   5月6日回復期リハビリ病棟に転棟する。 
家族構成：夫と二人暮らし。キーパーソンは長女。     
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介護度：　要介護5
病歴：　2010年3月8日発症、救急車にて X 病
院入院、保存的治療を受ける。病状安定し4月
26日リハビリ目的にて当院入院、5月6日回復期
リハビリ病棟に転棟する。
家族構成：　夫と二人暮らし。キーパーソンは
長女。

【Ⅲ．看護目標】

①嚥下機能が改善し、経口摂取が出来る。
② ADL の向上を図る。

【Ⅳ．結果】　転棟時、主栄養は経管栄養、ADL は全
介助、失語症・感情失禁がありコミュニケーションも
図れず、体幹の筋力低下も著明で右側に傾くなど座位
の姿勢保持も困難であった。2日目より言語聴覚士（以
下：ST）が介入し嚥下訓練が開始となった。15日目で
ゼリーを摂取出来るまでに嚥下機能が改善した。18日
目でムース食に食事形態をアップし、看護師が食事介
助を行えるように ST より食事介助時の注意事項につ
いてアドバイスを受けた。また看護師全員が統一した
摂食・嚥下障害看護が実施出来るようにベッドギャッ

ジアップの角度・1口量などを明記した摂取方法を詰
所に掲示した。元来、患者は少食であり、ムース食だ
けでは1日の必要摂取量を確保する事が出来ず、栄養
科にいい方法はないか相談した。高カロリーゼリーを
食事の補助として併用する方法があるとアドバイスを
もらい、実施した。その結果、経口摂取のみで必要量
が摂取可能となり ED チューブ抜去が決定した。経口
摂取が安定し低栄養状態が改善傾向となり倦怠感も軽
減、表情も穏やかになり、リハビリに対しても意欲が
見られ車椅子坐位の耐久性も増してきた。当病棟の方
針である「食事は食堂に誘導しよう」の目標を達成す
るため、リハビリも進みリクライニングの車椅子でな
ら食堂で食事摂取が可能ではないかと考えカンファレ
スを行い食堂への誘導を決定した。しかし、他患者の
視線が気になり、食事に対する拒否が出るようになっ
た。食事量が減少したため、低栄養状態・脱水となり
全身状態が悪化し再度経管栄養が開始となった。経管
栄養が主栄養となったことで全身状態は安定し、病室
で経口摂取訓練を再開したが拒食は続いた。経口摂取
の可能性について長女さん、ST、受け持ち看護師で
話し合い「現状の患者の経口摂取では、1日に必要な
栄養が摂取不可能である事、何を食べても「辛い」と
言い、味覚障害が出現していること、今後施設入所を
希望されるのなら胃瘻造設が必要ではないか」と説明
する。長女さんは「食べれない訳ではないので、少し
でも口から食べて欲しい」と患者の経口摂取を強く希
望された。主治医に家族の意向を伝え、A 氏にとって
いい方法を考えた。主栄養は経管栄養で行い、まずは
栄養として考えるのではなく、楽しみとして口から摂
取出来るようにゼリーから経口摂取再開始した。

看護目標 

①嚥下機能が改善し、経口摂取が出来る。 
②ADLの向上を図る。 

看護の実際（結果） 
 
 
 

日付 5月8日 5月12日 5月17日 5月31日 6月2日 6月20日 7月8日 7月24日 8月5日 8月22日 9月19日

主栄養 経管 経口 経管
経管（半
固形化）

経口（半
固形化）

経口の
食種

ゼリー１個
全粥・
ムース食
（昼のみ）

全粥・キ
ザミトロミ
食（昼の
み）

軟飯・キ
ザミトロミ
食　高カ
ロリーゼ
リー

経口摂取
中止

半固形化
栄養を経
口摂取（３
食）

ゼリー１個
（楽しみ）

全粥・キ
ザミトロミ
食　高カ
ロリーゼ
リー

経口回
数

なし 朝・昼・夕 なし 朝・昼・夕

楽呑みで自己摂取できるまで 
嚥下機能は残存 
1回／1日、ゼリー摂取（家族持参） 

↓ 

経管栄養と経口摂取の併用にて下痢便 
↓ 

NSTの介入 E3半固形に形態変更 
↓ 

半固形にするとチューブが細く圧を加えても注入
困難 

↓ 

トロミ茶は介助にて摂取可能 
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（楽呑みで自己摂取できるまで）
　家族も経口摂取訓練に協力的であるため、患者の嗜
好に合わせたゼリーを持参してもらい、食べることが
楽しいと思えるよう1日1回ゼリー摂取出来るように
した。摂取環境を整えるため、A 氏にとって食事は病
室で摂取する方がよいと考え、カンファレンスを行い
他患者と時間差を付け食事介助する様に工夫した。そ
の結果、時間を気にせず患者に関わる事が出来コミュ
ニケーションも図れ、笑顔が多く見られるようになり
冗談を言えるまで信頼関係を築くことが出来た。しか
し、経管栄養と経口摂取の併用で下痢便となったため
NST の介入で形態を半固形に変更した。注入してみ
ると ED チューブは径が細く注入に圧力が必要でス
タッフより注入困難との意見があったと同時に、半固
形ならば経口摂取可能ではないかとのアイデアも出た。

最初は、介助で「楽呑み」を使用し誤嚥なく E3半固
形を経口摂取出来た。次に介助ではなく自己摂取でき
るようステップアップするにはどうしたらよいか考
えた。食事の時、スプーンは持とうとしないが、歯ブ
ラシやコップは持つことがあり、もしかしたら楽呑み

も持てるのでないかと考えた。実際、楽呑みに E3半
固形を入れて持たせてみると「美味しい」と言い、
自己にて楽呑みを持ち、経口摂取することが出来た。

（施設入所できるまで）
　楽呑みを使用した栄養摂取方法・摂取量が安定し1日
に必要な栄養が経口より摂取できるようになった。リ
ハビリ Dr とのカンファレンスにて介護度も高く、夫と
2人暮らしの為、在宅復帰は困難ではないかとの意見が
あり、今後の方針として施設入所が決定した。しかし、
入所には条件があり、楽呑みを使用して栄養摂取して
いる A 氏は施設入所の対象にはならなかった。A 氏に
胃瘻造設をすることは家族に後悔の念を抱かせてしま
う恐れがあることと、楽呑みと言うアイテムを使用す
れば経口での栄養摂取が可能なため、胃瘻は無意味で
あり現状が A 氏のベストであると考えた。そこで、現
状を受け入れてもらいたく施設へ楽呑みでの経口摂取
の状況を見学してもらえるように訪問調査を依頼した。
現状を見学してもらうことは出来たが、施設でも楽呑
みを使用した経管栄養の経口摂取は初めてで受け入れ
は不可能との返事があった。それでも現状を受け入れ

「楽呑み」を使用し、介助にて摂取 
↓ 

コップや歯ブラシは持つことがあるから、もしかし
て「楽呑み」も持てるかも！！ 

↓ 
「美味しい」と言い、自己にて「楽呑み」を持ち経
口摂取することが出来た 

  残存機能を最大限に生かした経口摂取が 
  可能となる 

施設の訪問調査 
       「楽呑みでの経口摂取を見学」 

↓ 
         受け入れ不可能 
               ↓ 
ＭＳＷ，ＳＴの協力にて再度、施設の訪問調査依
頼し実現                       

               ↓ 
       現状での受け入れ可能 

↓ 
胃瘻造設せず経口摂取のまま入所 

施設入所できるまで 
療養型病棟希望も回復期リハビリ病棟の期限内での
転院困難 

施設を探すこととなる 
            ↓           
【施設入所の条件】 
胃瘻もしくは経口摂取 
経口摂取：スプーンや箸を用いて摂取すること 
楽呑みでの栄養摂取は前例がない 

              ↓ 
           入所不可能 

 

楽呑みを使用したら 
経腸栄養剤も 

経口摂取できるのでは？ 
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てもらえるように、楽呑みを使用すれば経口から必要
栄養量の摂取が出来ること、経管栄養の注入より楽呑
みを使用した経口摂取の方が時間の短縮が出来ること、
なにより本人が食事の満足感があることなどメリット
をソーシャルワーカーと ST が施設に説明し、再度訪
問調査を依頼し実現した。施設から後日現状での受け
入れが可能となったとの返事があり、入所の運びとなる。

【Ⅴ．考察】　居・食・寝・排泄を分離する当病棟の
目標は達成出来なかった。それは、リハビリ訓練によ
り車椅子座位の耐久性が向上し、食堂での食事摂取を
試みたが、A 氏は多人数の中での食事を好まずスト
レスとなってしまい、拒食となったことが原因である。
　しかし、A 氏が安心して食事摂取できるような摂
食環境が整えられるようにカンファレンスを重ねた。
患者の個別性を重視し環境・摂取方法・時間などを工
夫したことで、A 氏に関わる時間も増しコミュニケー
ションが図れるようになり信頼関係が築けた。表情も
明るくなり食事をする意欲が増し病室での経口摂取
に繋がり、看護目標を達成することができた。重度の
障害があっても、チームアプローチによって残存機能
を向上させ、自己での摂取へと導けたのは回復期リハ
ビリ病棟だからこそなしえたものと言える。
　その結果、患者の食べる楽しみ、味わって食事を
すること、家族の希望である胃瘻を造設することな
く経口摂取を維持したまま、施設入所することが出
来た。

【Ⅵ．結論】　他職種と連携により、患者さまの残
存機能を最大限に生かした経口摂取が可能となり、
胃瘻を造設することなく施設入所できた。
栄養面だけでなく、口から食べる楽しみや満足感と

言う精神的意味を捉え食事環境を整えることは
QOL の向上に繋がる。
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考察 

居・食・寝・排泄を分離する回復期リハビリ
病棟の目標は達成できなかった 
胃瘻を造設することなく、施設入所できた 
経腸栄養剤ではあるが、自己摂取・食事
時間の短縮を図ることができた 
食べる楽しみ、味わって食事をすることが
できた 

結論 

他職種と連携できたことで、患者の残存機能
を最大限に発揮した経口摂取が可能と な
り、胃瘻を造設することなく施設入所が出来

た。                           
栄養面だけでなく、口から食べる楽しみや満
足感という精神的意味を捉え食事環境を整え

ることはＱＯＬの向上に繋がる。         
   

御清聴ありがとうございました。 

参考文献 
・神奈川県総合リハビリテーション事業団： 
  実践！リハビリテーション看護 リハビリテーション看護

研究会  照林社 2002 
・藤嶋一郎：摂食・嚥下リハビリテーション 中山書店 2004 
・向井恵美：摂食・嚥下障害ベストナーシング 学研メディカ

ル秀潤社 2010 

｜1005｜




